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 会津あかべぇ通信 Vol.127  
2014年1月15日発行 

 標高の高い山間部に点在する会津エリアのスキー場は雪質の良いパウダースノーが自慢。真

っ白い雪が木々を彩る銀世界に包まれて、ウインタースポーツを楽しむ人々で賑わっています。

また、各市町村では冬を楽しむイベントが続々と開催されており、今回は会津鉄道沿線でもあ

る「下郷町」の雪まつり三部作をご紹介します。 
 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の

で、どうぞお見逃しなく！  
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）会津鉄道からおすすめ情報 
 ●雪まつり三部作、まもなく開演！ 
  ・下郷町「大内宿雪まつり・なかやま”雪月火”・湯野上温泉火祭り」 
 ●雪国だからできる贅沢．．．ここにあります。 
  ・「ほろ酔い列車」で雪の夜を楽しもう。 
  ・冬のお座トロ展望列車運行情報 
 ●お得なきっぷ＆サービス 
  ・ふくしまファンクラブ割引きっぷ発売中！ 
  ・お得なフリーきっぷのご案内 
  ・おススメ旅情報 
  ・お得なサービス 
 ●クリスマス＆年末年始のばす駅長 
２）会津１７市町村うまいものリレー 
 ●瀬戸右ヱ門／会津亀屋萬年堂[会津美里町］ 
３）イベント情報 
 ●会津の冬まつりを楽しもう！ 
 ●ろうそくの光に浮かぶ幻想的な雪景色を満喫！ 
  ・会津絵ろうそくまつり～ゆきほたる 
４）知っ得！話題 
 ●全国ラーメンフェスタで期間限定メニューを食べ歩き！ 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
 ●杉の糸桜［会津坂下町］ 
６）会津の郷土料理 
 ●甘酒 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１)会津鉄道からおすすめ情報 
●雪まつり三部作、まもなく開演！ 
 ・下郷町「大内宿雪まつり・なかやま”雪月火”・湯野上温泉火祭り」 
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 【大内宿雪まつり】 
 江戸時代に栄えた宿場町の風情を今に残す大

内宿で、冬を楽しむ『大内宿雪まつり』が催さ

れます。 
 期間中、団子さし・具止餅拾い・三志神楽・

きき酒大会雪上綱引き大会や、時代風俗仮装大

会の行列が行われます。 
 また、８日の夜には雪灯籠に火が灯された幻

想的な雰囲気の中で花火大会が行われます。 
開催日 
  2014年 2月 8日（土）～2月 9日（日） 
場所 
  下郷町大内宿地区 
 詳しくはこちらをご覧ください。 
⇒ 
http://www.aizutetsudo.jp/pdf/20131203_01.
pdf 

 

 

【なかやま雪月火】 
 下郷町なかやま花の郷公園を中心に、周

辺の田園地帯で開催される「なかやま雪月

火」は約 2000 本のろうそくが灯される、

美しい冬のイベントです。 
 会場では歳の神、コンサート、よさこい

等のイベントの他、地元下郷町の郷土料理

も味わえ、地場産品の販売もいたします。

（運賃割引、無料シャトルバスあり） 
開催日 
  2014年 2月 15日（土） 
場所 
  下郷町なかやま地区 
 詳しくはこちらをご覧ください。 
⇒
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=358  

 【湯野上温泉火祭り】 
 湯野上温泉を彩る冬の風物詩、湯野上温泉火

祭り。 
 今回はより「楽しい」要素を充実し、開催し

ます。新たに制作された壁画、この時期だけの

アート展示も見逃せません。 
 秘境、湯野上温泉が火と笑顔で輝きます！ 
 
開催日 
 2014年 2月 22日（土）～2月 23日（日） 
場所 
 下郷町湯野上温泉地区 
 
 詳しくはこちらをご覧ください。 
⇒
http://www.aizutetsudo.jp/pdf/20131216_01.
pdf 

 



3 

 

 おすすめ列車！ 
●雪国だからできる贅沢．．．ここにあります。 
 ・「ほろ酔い列車」で雪の夜を楽しもう。  
 雪がしんしんと降る冷たく寒い夜は、ほろ酔い列車に乗ってみませんか。

列車の明かりが降る雪を優しく照らし、車窓を横切る駅や家々の灯火が旅情

を誘います。雪国だからこそ味わえる雪夜の車窓をお楽しみください。 
 会津の地酒と美味しいお刺身をお供に雪国ならではの贅沢なひと時を過

ごしにおいでください。 

 

 

 

 
  

■運行日 
1月：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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●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（１月～３月） は毎週金、土、日、祝日の運転が中心なっており お座

敷車両には堀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 
 
・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
 



5 

 お得なきっぷ  
●みんな、福島ファンになろうよ！ 
 ・ふくしまファンクラブ割引きっぷ発売中！ 

 

  ふくしまファンクラブ会員 
 になると 
 
     会津鉄道の運賃が 
     １０パーセント割引 
 
  になります。 
 
 例えば、西若松駅から湯野上温泉駅に

行く場合通常８２０円のところ７４０

円となります。 
 
 ふくしまファンクラブは、福島がふる

さとの方もそうでない方、どなたでも入

会できる福島を発信する応援団です。 
 
 ふくしまファンクラブについては 
   こちらをご覧ください。 
⇒http://www.pref.fukushima.jp/fui/ 
fukushima_fanclub/index.html 

■発売期間 平成 25年 12月 21日(土)～  
■対象となるお客様 ふくしまファンクラブ会員様限定 

■発売箇所 
車内及び会津鉄道有人駅(西若松、芦ノ牧温泉、湯野上

温泉、会津下郷、会津田島、会津高原尾瀬口 計 6駅) 

■発売額 
普通片道・往復運賃(大人のみ) 10％割引(端数切り上

げ)  
■割引区間 会津線(西若松～会津高原尾瀬口間) 
■有効期間 片道きっぷ：１日 往復きっぷ：２日 

■購入方法 
購入される際に、「ふくしまファンクラブ会員証」をご

提示いただき、車掌または、駅窓口でお買い求めくださ

い。 

■その他 

 
・払い戻し箇所は、会津鉄道有人駅とし、使用開始前は

手数料 200円を差し引いた残額を払い戻します。使用開

始後の払い戻しは、できません。 
 
※JR 会津若松駅、七日町駅からご乗車のお客様は、西

若松駅までのきっぷをお求めのうえ、車掌より「割引き

っぷ」をお買い求めください。ワンマン列車の場合は、

運転士に運賃をお支払いください。  
■切符に関するお問い合わせ 
  会津鉄道株式会社 
  Tel.0242-28-5886 Fax.0242-26-9730 ［こちらの情報もご覧ください！］ 
   ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=937 
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●【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&SearchFlag=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 
   
●【会津地区発着のお得なフリー切符】 
 
  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 
 
●【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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 おすすめの旅  
●東京行くなら会津鉄道で！ 
 
  ホテルと乗車券がセットになってお得。 
   「浅草宿泊パック」好評発売中！ 
    ［情報はこちら！]  http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=851 
●列車を降りたらそこは「東京スカイツリー」！ 
 
 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！ 
 
 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。 
 
 大好評！！東京スカイツリー旅行商品ラインナップはこちら！ 
  ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=133 
  
 会津鉄道を利用して東京スカイ

ツリーへ行く場合、鬼怒川温泉駅で

同じホームの「特急スペーシア」に

お乗り換え頂くだけで、最寄りの

「とうきょうスカイツリー駅」に到

着します。 
 階段を使っての乗り換えが無い

のでお子様連れやご年配の方でも

気軽に東京スカイツリーの旅をお

楽しみ頂けます。 
  
（写真 鬼怒川温泉駅で接続する 
 AIZUマウントエクスプレス号と 
       特急スペーシア号） 

 

・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 

 

 お得なサービス  
●ドライブの時にご利用ください 
 
  「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号（会津若松～東武日光直通列車） 限定 
 
  「列車でＮＥＴ」、Wi-Fi利用サービス。 
   ［情報はこちら！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=858 
 
  会津鉄道人気の駅弁が予約で買える「列車で駅弁！」予約サービス。 
  「松茸二段弁当」「牛乳屋ソースかつ丼弁当」がお選びいただけます。 
   ［情報はこちら！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=902 
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 お知らせ  
●八重たんクイズ１２月の問題と解答 
 
 会津鉄道では平成２５年１月から平成２５年 12月まで、大河ドラマ「八

重の桜」を１００倍楽しんで頂けるように「八重たんクイズ」を行ってまい

りました。今回は最終回１２月の問題と解答を掲載いたします。 
 
・１２月の問題と解答 
  第１問．八重が襄の死後に就いた職業は？ 
   a．同志社大学の教授 
   b．日本赤十字社の看護師 
   c．会津学生寮の寮母 
    正解は b．日本赤十字社の看護師 
 
  第２問．会津を舞台にした今年（平成２５年）の大河ドラマのタイトル

は？ 
   a．八重の桜 
   b．五重の桜 
   c．一重の桜 
    正解は a．八重の桜 
   
  期間中、多くのお客様に「八重たんクイズ」に参加して頂きありがとう

ございました。 
 
 ・お問い合わせ 
    会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5886 
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●クリスマス＆年末年始のばす駅長 

 クリスマスから年末年始にかけて多くのお客様が吾輩に会いに来てくれ

てうれしかったニャ。今年も元気に頑張ろうニャー！ 

 
●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 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
２)会津１７市町村うまいものリレー  
from 瀬戸右ヱ門／会津亀屋萬年堂[会津美里町］  

 
【会津美里町の老舗の菓子処】 
 今回ご紹介するお店は、会津本郷焼のふるさとである会津美里町本郷地区にある「会津亀屋

萬年堂」さんです。 戦前に東京で開店していた初代店主が戦後疎開先であったこの地で開店し

たそうです。お店にはまんじゅう、大福、どら焼きから生菓子、創作和菓子がたくさん並んで

います。  

 この中から、「瀬戸右ヱ門」という創作菓子をご紹介します。瀬戸右ヱ門という商品の名前

は会津本郷焼の名人「水野瀬戸右衛門」より名付けられたそうです。 お菓子は、フレッシュバ

ターをたっぷり使ったパイ生地で、杏（あんず）、白いんげん、ドライフルーツを合わせた餡

を包んであります。サクッとした食感とフルーティで優しい酸味のある杏餡のバランスがとて

もマッチしています。見た目は和菓子でありながら洋菓子的な風味を持つ逸品です。他にも、

梅を丸ごと包んだまんじゅう「鈴石」や鬼瓦をモチーフにした「鬼面最中」があります。 
 
 

瀬戸右ヱ門  １個     150円

鈴石     １個     126円

鬼面最中   １個     110円
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・会津亀屋萬年堂  

 

住 所 
福島県大沼郡会津美里町 
字川原町甲 1769-9 

ＴＥＬ 0242-56-3528 
定休日 火曜日 

営業時間 ８：００～１９：００ 

 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
３）イベント情報 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
●会津の冬まつりを楽しもう！  
 ・冬の寒さを吹き飛ばすような情熱いっぱいの会津の冬まつりを紹介します。  

 

詳しくはこちらをご覧ください！  
⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=936 

  
●ろうそくの光に浮かぶ幻想的な雪景色を満喫  
・会津絵ろうそくまつり～ゆきほたる  
 やわらかなろうそくの灯りが雪

景色の中に幻想的な世界を浮かび

上がらせる「会津絵ろうそくまつ

り～ゆきほたる」。メイン会場の御

薬園や鶴ヶ城公園では会津慶山焼

や会津本郷焼の瓦燈、竹筒、会津

塗の燭台などに据えられたろうそ

くの火が灯され、ゆらめく光りで

周辺を幻想的に彩り、厳かな雰囲

気をかもし出します。会津の味を

楽しめる飲食ブース「会津元気市」

も出店予定。幽玄の世界にただよ

う会津の冬をお楽しみください。 

 

 開催日／平成 26年 2月 7日（金）・8日（土）17:30～21:00 ※点火式

は 17：00から 
 会場／会津若松市 御薬園・鶴ヶ城公園 
 サブ会場予定／ 
 JR会津若松駅・東山温泉・ 北出丸大通り（西郷頼母邸跡付近）・七日町

通り（阿弥陀寺）・野口英世青春通り・大町通り・飯盛山・いにしえ夢街

道（会津武家屋敷ほか）・その他市内各所   
 お問い合わせ先／会津若松観光物産協会 TEL0242-24-3000 
 ［情報はこちら！］http://www.aizu.com/erousoku/index.html 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
４)知っ得！話題 
●全国ラーメンフェスタで期間限定メニューを食べ歩き！   
・全国ラーメンフェスタ  
 冬の喜多方の風物詩「全国ラー

メンフェスタ」。会場に集結するの

は、喜多方に初上陸のバラエティ

豊かな人気６店舗！中太ちぢれ麺

の本場札幌味噌ラーメン「札幌麺

や 鬼てつ」や、サラッとしながら

も鶏の旨味広がる鶏白湯で勝負す

る「らあめん元～HAJIME～」など、

全国屈指の味自慢ラーメンが揃い

ます。さらに今回は、ラーメン激

戦エリアの喜多方市内で自慢の味

を競い合う、喜多方老麺会加盟の

45 店舗が独自の工夫を凝らした

「冬まつり協賛メニュー」を提供

します。店舗を巡り歩きながら期

間限定の美味しさを食べ比べてみ

ませんか。 

 

 開催日／平成 26年 2月 22日（土）10:00～20:00・2月 23日（日）9:00
～16:00 
 場所／喜多方プラザ文化センター（特設テント）、喜多方老麺会加盟各

店 
 ◎チケット制…一杯 600円※トッピングや特別メニューは別料金 
 お 問 い 合 わ せ 先 ／ 蔵 の ま ち 喜 多 方 冬 ま つ り 実 行 委 員 会 
TEL0241-24-5200 
 ［情報はこちら！］http://www.kitakata-kanko.jp/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
◎杉の糸桜[会津坂下町] 
【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】 
 
 六地蔵が見守る薬王寺の境内の一

角に枝を広げる、エドヒガン系シダレ

ザクラ。会津五桜の一つで、天正年間

に宮城郡より移植されたものと伝え

られており、現在の桜木は２代目とな

る。見頃は４月中旬から下旬にかけ

て。枝垂れた枝から白く清楚な小弁の

花を地面に向かって流れ落ちるよう

に咲かせる花姿は、多くの人々に愛さ

れている。 
 
 所在地：会津坂下町舟窪字北杉大道

      （薬王寺境内） 
 交通：JR只見線・会津坂下駅から車

で約 10分 
 
 お問い合わせ先／ 
  会津坂下町観光物産協会 
  TEL0242-83-2111  

 

 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
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。 
●甘酒 
 
 ［材 料］ 
  米麹…6合 
  もち米…3合 
  砂糖…300g 

 

 ［作り方］ 
  1）もち米は柔らかめに炊いておく。 
  2）荒熱がとれた 1）に米麹、砂糖を混ぜ、保温状態で半日程度おく。 
 
 ［ワンポイント］ 
  寒中に仕込んだものを、ひな祭りに供えます。米つぶの食感も楽しめる

一杯。 
  保存は冷蔵庫で、味わう際にかるく温めても美味しいです。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 豪雪地帯の会津ではこれからが冬本番。冬の伝統行事や雪まつり、B級グルメの味比べなど

様々なイベントも開催されます。会津鉄道に乗って美味しい・楽しい冬の会津路を旅してみま

せんか？ 
 


