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 会津あかべぇ通信 Vol.125  
2013年12月15日発行 

 遠くの山々が白く雪化粧し、クリスマスイルミネーションが彩る街なかにも雪がちらつくよ

うになりました。寒い日は地酒で体の中から暖まるのもおススメです。会津鉄道の人気のほろ

酔い列車では沿線の地酒と肴を用意して皆さまのご乗車をお待ちしております。 
 会津あかべぇ通信では 15日と月末の毎月 2回、会津の元気な話題をお届けしてまいります。 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●列車に乗って、日光へ初詣に行こう！ 
  ●お座敷列車で新年会はいかがですか。 
  ●コーヒーを買っておいしいスイーツをゲットしよう。 
   ・会津１７市町村うまいものリレー列車運行！ 
  ●東京スカイツリー【日付指定入場券付き】旅行商品を発売しております！ 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内 
２）会津１７市町村うまいものリレー 
  ●かぼちゃチーズケーキ／お菓子工房「Fuchs Berg」（猪苗代町）  
３）イベント情報 
  ●いにしえの宿場町の雪まつり（下郷町） 
  ●新春の会津三大奇祭に出かけよう！ 
   ・七日堂裸まいり（柳津町） 
   ・高田大俵引き（会津美里町） 
   ・ばんげ初市大俵引き（会津坂下町） 
  ●会津地方スキー場情報 
４）知っ得！話題 
  ●「雪マジ！ふくしま」でスキー＆スノボをお得に満喫！ 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ●如法寺のコウヤマキ（西会津町） 
６）会津の郷土料理 
  ●ざくざく 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１)会津鉄道からおすすめ情報  
 ●列車に乗って、日光へ初詣に行こう！  
  世界遺産「日光」へ初詣に出かけま

せんか。 
 会津若松からわずか３時間で行ける

日光二社一寺へお参りして、運気を高

めて充実した一年を送りましょう。日

光へは「会津・日光フリーきっぷ」が

お得です。西若松～東武日光間の往復

運賃 6,420円のところ 4,900円。 
 西若松駅～東武日光駅間が乗り降り

自由のフリー区間になっていますので

日光への行き帰りに湯野上温泉、川治

温泉、鬼怒川温泉などで下車して温泉

を楽しむことも出来ます。 
 日光の社寺に関してはこちらをご覧

ください。    
 ⇒ 
http://www.nikko-jp.org/hatsumoude 
 

 

 

会津・日光直通列車 ＡＩＺＵマウントエクスプレス号 

  東武日光行き 会津若松行き 

会津若松 8:00(発) 14:10(着) 

西若松 8:08(発) 14:03(着) 

会津田島 9:02(発) 13:11(発) 

鬼怒川温泉 10:22(発) 12:10(発) 

東武日光 11:01(着) 11:37(発) 

  「会津・日光フリーきっぷ」 
   ・（若松エリアきっぷ） 西若松駅～東武日光駅 往復 ４，９００円 
   ・（南会津エリアきっぷ） 湯野上温泉駅～東武日光駅 往復 ４,０００円  
 
  会津・日光フリーきっぷに関しては詳しくはこちらをご覧ください。 
       ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=844 
  ※「会津・日光フリーきっぷ」は車内での発売は行っておりません。 
   ご利用日までに会津鉄道有人駅 
    （西若松駅・芦ノ牧温泉駅・湯野上温泉駅・会津下郷駅・会津田島駅） 
   でお求めください。 
  ※会津若松駅～西若松駅間をご利用になる場合、別途乗車券が必要です。 
 
 ・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
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 ●お座敷列車で新年会はいかがですか。  

 

 

  
 お座敷列車で新年会はいかがでし

ょうか。会津鉄道の「ほろ酔い列車」

では 
沿線の地酒と「魚の北辰」の新鮮な刺

身を肴に、心も体も温まる列車の旅を

楽しめます。1 月は１８日、２５日の

各土曜日に運行を予定しています。 
いつもと違った雰囲気での地酒をお楽

しみください。 

  

   ■運行日 
    【平成 26年】 1月：18日（土）、25日（土） 
             2月：8日（土）、15日（土）、22日（土） 
             3月：8日（土） 
  ■参加費 
    大人お 1人様 4,000円（日本酒＋北辰刺身セット） 
     ※日本酒飲み放題  
  ■募集人員  
    各回 30名様（最少催行人員 20名様） 
     ※係員が同行します。  
  ■お申込み  
    各出発日の 3日前・17：00まで  
  ■コース  
    集合場所：西若松駅改札口前 16：50 
     西若松駅 17：11発   ⇒ 会津田島駅 18：13着 
     会津田島駅 18：39発  ⇒ 西若松駅 19：44着  
  ■お問い合わせ・お申し込み 
    会津鉄道株式会社 
    Tel.0242-36-6162 Fax.0242-26-9730 
   ［こちらの情報もご覧ください！］ 
     ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=113 
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●コーヒーを買っておいしいスイーツをゲットしよう。 
  ～会津１７市町村うまいものリレー列車運行～ 
 会津鉄道では、会津・日光直通列車内で会津１７市町村の観光ＰＲを行っております。 今回

は、大内宿、塔のへつり、湯野上温泉で有名な下郷町をＰＲします。 
 期間中、車内販売にてホットコーヒーをお買い求め頂くと各市町村のプチスイーツをプレゼ

ントいたします。 
 車内の様子は会津鉄道公式 Facebookにてご覧いただけます。  
    ⇒ https://www.facebook.com/aizutetsudo 

 

 

運行区間 

・会津若松駅～東武日光駅間 

 会津若松発  8:00 東武日光着 11:01 

 東武日光発 11:37 会津若松着 14:10 

   期    間 市町村名 プレゼントスイーツ 

 平成 26年 1月 10日(金)～1月 16日(木) 下郷町 当日のお楽しみ 

※ホットコーヒー、プチスイーツは数に限りがあります。 
※今後も列車内にて、会津１７市町村の観光 PRを予定しています。 
・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
 
 

 
  
●【会津地区発着】東京スカイツリーへ行こう！ 
  【日付指定入場券付き】旅行商品を発売しております！ 
 東京の人気の観光スポット「東京スカイツリー」へ行きま

せんか。 会津鉄道では展望デッキへ登れる「東京スカイツ

リー天望デッキ（３５０ｍ）日付指定入場券引換券付」の旅

行商品を取り扱っております。 
  
 東京スカイツリーまで出かけたらほんの少し足を延ばして江戸情緒が残る街「浅草」観光は

いかがでしょうか。浅草寺や仲見世などの見どころいっぱい。「とうきょうスカイツリー駅」

から「浅草駅」までは電車でわずか５分です。是非この機会にお出かけください。 
  大好評！！東京スカイツリー旅行商品ラインナップ。 
      ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=133 
 
・お申込み、お問い合わせ 会津鉄道旅行センター（8:30～17:00 土日祝休み） 
 Tel.0242-36-6162 
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●冬のお座トロ展望列車運行情報 
  
 会津鉄道の人気列車「お座トロ展望列車」

運転日のご案内です。冬期（１２月～３月）

は毎週金、土、日、祝日の運転が中心なっ

ており、 お座敷車両には掘りごたつが設

置されます。  
 
 また、お客様のご要望に合わせて貸切運

転も可能ですので是非ご利用ください。 
 
 
 詳しくはこちらをご覧ください。 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13
 
  

 

 

※写真は平成２５年３月のほろ酔い列車運行時のものです。 
 

 
 
●【会津地区発着、お得なフリー切符で旅に出よう！】 
 ・世界遺産日光へ行こう。「会津・日光フリーきっぷ」好評発売中！ 
  ［情報はこちら！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=844 
 ・お得に東京へ行こう。「浅草往復列車たびきっぷ」好評発売中！ 
  ［情報はこちら！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=88 
 
●【首都圏発着 お得なフリー切符で会津へ行こう】 
 ・東武線沿線からはこちらが便利です、「東武フリーパス」 
  ［情報はこちら！］http://tabi.tobu.co.jp/ticket/honsen/c01_d.html 
 ・JR東日本で発売中の「週末パス」は会津鉄道も乗車可能です。 
   ※会津鉄道西若松駅～会津田島駅間がフリー乗降区間になっています。 
  ［情報はこちら！] 
http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?txt_keyword=%8fT%96%96%83p%83X&mode=keyw&S
earchFlag=1&GoodsCd=1987 
 ・東北の鉄道を満喫しよう！「東北ローカル線パス」 
   ※会津鉄道全線がフリー乗降区間になっています。 
  ［情報はこちら！] http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?GoodsCd=1938 
 
●【会津鉄道線内のお得な切符】 
 ・会津鉄道×コロプラ「全国乗り物コロカ制覇の旅」 
  ［情報はこちら！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=865 
 ・東北を楽しもう！ 新・東北パスポート割引きっぷ 
  ［情報はこちら！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=367 
 ・平成 25年 4月 1日（月）～ 平成 26年 3月 30日（日）まで 
  中学生の皆さまにお得なきっぷ好評発売中！ 
  ［情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=422 
 ・通学スタイルにあわせた通学片道定期券発売中！ 
  ［情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=726 
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●かなり得だね！浅草宿泊パック  
  [情報はこちら!] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=851 
 
●マイカー＆トレイン 回送サービス好評受付中！  
  [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=789 
 

 
 
●AIZUマウントエクスプレス指定列車内で Wi-Fi利用サービスをしております。 
  [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=858 
 
●毎月変わる「八重たんクイズ」に答えて景品をゲットしよう！ 
 会津鉄道では「八重の桜」を１００倍楽しんで頂けるように「八重たんクイズ」を指定列車

で実施しております。クイズは１２月末まで行っていますので是非チャレンジしてください。

クイズ用紙は指定列車内にあります。答えを書いて会津鉄道有人駅の駅係員にお渡しください。 
 正解しますとその場で素敵な景品が当たります。また終了した１１月の問題と解答を掲載し

ますのでご覧ください。 
 
 ・クイズへ参加方法や対象列車などに関してはこちらをご覧ください。 
     ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=905 
 
 ・１１月の問題と解答 
  第１問．自宅に専用の部屋を造るほど晩年八重が傾注した 
       習い事は何でしょうか？ 
   a．華道  
   b．茶道  
   c．書道 
    正解は b．茶道 
 
  第２問．鹿鳴館の華と言われた人は？ 
   a．大山捨松 
   b．津田梅子 
   c．新島八重 
    正解は a．大山捨松 
   
 ・お問い合わせ 
    会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5886 
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●芦ノ牧温泉駅のねこ駅長ばすのオリジナルグッズをはじめ会津鉄道グッズは 
 会津鉄道オリジナルグッズショップ「ばすのみせ」でお求めいただけます。 

   http://buschanshop.com/ 
●会津鉄道ブログ ネコ駅長「ばす」の日記 

   http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=30 
●ばす駅長のかわいい動画集をご覧くださいませ。 

   http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=30 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
２)会津１７市町村うまいものリレー  
 from かぼちゃチーズケーキ／お菓子工房「Fuchs Berg」[猪苗代町］    

 

【会津の野菜を使った絶品ケーキ】 
 今回ご紹介するお店は、猪苗代町にあるお菓子工房「Fuchs Berg」さんです。お店の名前 Fuchs 
Berg（ふくすべるぐ）はドイツ語でキツネの山という意味で、磐梯山に春先に出現する種まき

キツネから名付けられたそうです。店内では、焼き菓子やかわいい雑貨品などと一緒に、四季

折々の会津産野菜や会津地鶏の卵を使ったケーキを販売しています。 
   

  

（写真左） 
ケーキは 
 会津地鶏の卵を使ったプリン ２８０円 （左上） 
 そば茶のシフォンケーキ ２８０円 （右上） 
 ほうれん草のパンナコッタ ３１０円 （左下） 
 かぼちゃのチーズケーキ ３００円 （右下）  
（写真右） 
 店内にはいろいろな種類の焼き菓子がいっぱい並んでいます。 
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 野菜を使ったケーキの中から、今の季節イチオシの「かぼちゃのチーズケーキ」を紹介しま

す。ベイクドタイプのチーズケーキに大きく切った会津産のかぼちゃが ゴロゴロ入っており、

コク深いチーズと甘くしっとりとしたかぼちゃがとてもマッチした逸品です。また、このチー

ズケーキは大きくボリュームがあるので男性でも満足できるサイズになっています。 
 他にも会津産ほうれん草をつかったパンナコッタ、そば茶のシフォンケーキ、会津地鶏の卵

を使ったプリンなどがあります。会津産の素材を使ったケーキは季節によって種類が変わりま

すので何度も足を運んでお気に入りを見つけてみてはいかがでしょうか。 
 猪苗代町はウィンタースポーツが盛んなところです。スキーやスノボの行き帰りやホテルな

どへ入る前にお店に立ち寄って、おいしいスイーツをお求めください。  

  

 

 

     
   ・お菓子工房「Fuchs Berg」 ～ふくす べるぐ～ 

  住 所 
福島県耶麻郡猪苗代町大字磐里

字角田 73-1 

 

  ＴＥＬ 0242-62-5539 

  営業時間 １０：００～１８：００ 

  定休日 月曜日 

 

※お店で頂いたカードです。お店の地図や電話番号が掲載してあるのでご覧ください。  
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
３）イベント情報 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
●いにしえの宿場町の雪まつり 
 ・大内宿雪まつり（下郷町） 
 
 下郷町を代表する名所「大内宿」で雪まつりが開催されます。 
雪の茅葺屋根の宿場町を舞台に丸太切り競争、そば食い競争、わら

じ履き綱引き大会、時代風俗仮装大会などが２月８日（土）、９日

（日）の２日間にわたり行われます。また、８日（土）の夜には打

ち上げ花火もあります。 
暖かい服装で、是非お越しください。 
 
大内宿へは、会津鉄道湯野上温泉駅より車で２０分です。 
 
問い合わせ 下郷町観光協会 
TEL 0241-69-1144 
 
[情報はこちら！] http://www.ouchi-juku.com/ 
 
 
●新春の会津三大奇祭に出かけよう！ 
 
  ・七日堂裸まいり（柳津町） 
   福島県柳津町・福満虚空蔵菩薩圓蔵寺 
   平成２６年１月７日(火) 
   問い合わせ先 
    柳津観光協会 TEL. 0241-42-2346 
    柳津町役場地域振興課 TEL. 0241-42-2114 
   [情報はこちら！] 
http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/s_matsuri.php 
 
 ・高田大俵引き（会津美里町） 
   会津美里町高田地区・本町通り商店街 
   平成２６年１月 11日（土） 
   問い合わせ先 
    会津美里町観光協会 
    TEL 0242-56-4882 
   [情報はこちら！] 
http://www.do-fukushima.or.jp/takada/ 
 
 ・ばんげ初市大俵引き（会津坂下町） 
   福島県会津坂下町 
   平成２６年１月 14日（火） 
   問い合わせ先 
    会津坂下町役場 
    TEL 0242-84-1503 
   [情報はこちら！] 
http://www.do-fukushima.or.jp/takada/ 
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●会津地方スキー場開き情報 
 ウィンタースポーツファン待望のスキー・スノーボードシーズン到来！ 
会津地方のスキー場開きをご案内します。 
 ※天候、降雪状況により滑走が出来ない場合もございます。お出かけの際にはあらかじめ各

施設へお問い合わせください。 
  
 ※２０～２２歳の方は平日リフトがお得になる『雪マジ！ふくしま』があります。 
詳しくはこちらをご覧ください。 
 
 【南会津地区】 
  2013年 12月 15日（日） 
  ・尾瀬檜枝岐温泉スキー場 http://www.oze-info.jp/ 
   福島県檜枝岐村 
   問合せ 尾瀬檜枝岐温泉観光協会 TEL 0241-75-2432 
   
  2013年 12月 19日（木） 
  ・会津高原だいくらスキー場 http://www.daikura.net/index.php 
   福島県南会津町 
   問合せ TEL 0241-64-2121 
 
  2013年 12月 21日（土） 
  ・会津高原たかつえスキー場 http://www.takatsue.jp/ 
   福島県南会津町 
   問合せ TEL 0241-78-2220 
 
  2013年 12月 22日（日） 
  ・会津高原南郷スキー場 http://www.nango-ski.com/ 
   福島県南会津町 
   問合せ 会津高原南郷スキー場センターハウス TEL 0241-73-2111 
  ・会津高原高畑スキー場 http://www.takahata-ski.net/ 
   福島県南会津町 
   問合せ TEL 0241-76-2231 
 
 【奥会津地区】 
  2013年 12月 21日（土） 
  ・只見スキー場 http://www2.ocn.ne.jp/~tadami/sukijyou.htm 
   福島県只見町 
   問合せ TEL 0241-82-2304 
 
  2013年 12月 23日（祝・月） 
  ・柳津温泉スキー場 http://yanaizu-kousya.info/ski.shtml 
   福島県柳津町 
   問合せ 財団法人やないづ振興公社 TEL 0241-42-2302 
  ・フェアリーランドかねやまスキー場 http://www.aizukaneyama.co.jp/ 
   福島県金山町 
   問合せ TEL 0241-54-2022 
  
 【猪苗代地区】 
 営業中 
  ・箕輪スキー場 http://www.ski-minowa.jp/ 
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   福島県猪苗代町  
   問合せ 0242-64-3377 
  ・グランデコスノーリゾート http://www.grandeco.com/snow_resort/ 
   福島県北塩原村 
   問合せ 0241-32-2530 
 
 2013年 12月 14日（土） 
  ・星野リゾート 裏磐梯猫魔スキー場 http://www.nekoma.co.jp/index.php 
   福島県北塩原村 
   問合せ 0241-32-3001 
 
 2013年 12月 20日（金） 
  ・グランドサンピア 猪苗代リゾートスキー場 
http://grandsunpia-inawashiro.com/ski/index.php 
   福島県猪苗代町  
   問合せ 0242-65-2131 
 
 2013年 12月 21日（土） 
  ・猪苗代スキー場 http://www.inawashiro-ski.com/ 
   福島県猪苗代町  
   問合せ TEL0242-62-5100 
  ・裏磐梯スキー場 http://urabandai-kougen.com/ski/ 
   福島県北塩原村 
   問合せ TEL0241-32-2177 
  ・リステルスキーファンタジア http://www.listel-inawashiro.jp/ski/top/index.html 
   福島県猪苗代町  
   問合せ 0242-66-4111 
  ・星野リゾート アルツ磐梯 http://www.alts.co.jp/misc/contact/index.shtml 
   福島県磐梯町  
   問合せ 0242-74-5000 
  ・ファミリースノーパークばんだい×２ http://www.bandai-bandai.jp/ 
   福島県猪苗代町  
   問合せ 0242-93-8530 
 
 2013年 12月 22日（日） 
  ・沼尻スキー場 http://www.numajiri-ski.jp/index.html 
   福島県猪苗代町  
   問合せ TEL0242-67-1250 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題 
●「雪マジ！ふくしま」でスキー＆スノボをお得に満喫！ 
 
 この冬、福島県内の 21スキー場では、20～22歳の若者を対象

に、平日昼間のリフトが一日無料で乗り放題になる『雪マジ！ふ

くしま』を開催！特設サイトより会員登録をし、会員登録完了メ

ールをゲット。プリントアウトまたは携帯画面を写真付き身分証

明書（運転免許証など）と一緒に対応するスキー場で提示すれば

OK。ふくしまの雪を初めて体験する人も、毎年の常連さんも、期

間中なら何度でも利用できるお得なキャンペーンです。福島が誇

る白銀のゲレンデを思う存分満喫してみませんか？  
 
◎開催期間 平成 26年１月 14日～3月 31日 
※ゲレンデコンディションにより営業日は各スキー場によって異

なります 
    
[情報はこちら！] http://www.tif.ne.jp/20-22free/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
◎如法寺のコウヤマキ［西会津町］ 
【歴史を見守り地域に愛されてきた会津の巨樹・銘木をご紹介】 
 
 会津ころり三観音の一つ、鳥追観音を奉る如法寺の境内に、ど

っしりとした木幹を天に向かって真っ直ぐに伸ばす「コウヤマキ」

の巨木。寒冷地では成長が難しいとされるなか、東北地方最大と

いわれるこの木の推定樹齢は 1200年。如法寺の言い伝えによると、

大同２（807）年に、徳一大師がこの寺を創建した時に植えられた

とか。雪深い会津の地にしっかりと根を張り、人々の祈りを見守

ってきたご神木でもある。 
  
【樹木データ】 
・所在地  西会津町野沢 如法寺境内 
・福島県指定天然記念物 
・交通  JR磐越西線・野沢駅から車で約 10分  
お問い合わせ先／如法寺 TEL 0241-45-2061 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
６)ふるさとの味再発見！会津の郷土料理 
【会津坂下町「ふるさとの味再発見」グループの皆さんが美味しいレシピをご紹介！】 
・地域に受け継がれてきた伝統の食文化を再発見し、農産物の美味しさを新たにお伝えする、

すてきな季節のレシピをご紹介します。 
 
●ざくざく 
 
［材 料］4人分 
 田作り…10匹 
 昆布…１枚※約 15cm 
 ニンジン…小１本 
 こんにゃく…1/2枚 
 ゴボウ…1/3本 
 ダイコン…中 1/3本 
 サトイモ…5個 
 打ち豆、醤油、塩、酒…適宜 
 
 
［作り方］ 
1)ニンジン、ゴボウ、ダイコンは皮をむき厚めのいちょう切りにする。 
2)こんにゃくは、幅 2～3cm厚さ 3mmくらいの短冊切りにし茹でておく。 
3)サトイモは、皮をむき 7mmくらいの輪切りにし塩でよくもみ、ぬめりをきれいにとる。 
4)昆布は水に戻し、1～2cmの角切りにしておく。 
5)3カップ強の水に田作り、昆布を入れ煮る。さらに 1)～3)の具を入れて煮る。 
6)最後に打ち豆を入れ煮て、醤油・塩・酒で味を整える。 
 
［ワンポイント］ 
 「ざくざく」はいろいろな材料を用いることや、野菜を切る音からついたと言われる料理名

です。大晦日や節分などに食されてきた会津の伝統料理です。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 会津の街にも淡くやわらかな初雪が訪れ、鶴ヶ城や御薬園の木々も積雪に備えた「雪つり」

が施されるなど、すっかり冬の景色となりました。雪国会津の冬は自然が見せてくれる驚きと

美しさにあふれています。会津鉄道に乗ってきらめく会津路を旅してみませんか？ 
 
 


