
 

 

 会津鉄道メールマガジン 平成26年3月15日号 Vol131 

 暖かな陽光にてらされて、野山を覆う雪もすこしづつ融けてきました。フキノトウや

ネコヤナギが顔をのぞかせる春もきっともうすぐやってきます。会津鉄道では「お花見

列車」や運転体験といったお楽しみ企画を用意してお客様のお越しをお待ちしています。 

 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。 

 

●新着情報 

 ●会津鉄道沿線の桜を楽しもう「お花見列車」運行決定！ 

  

 

 

 

 4月、限定3日間「お花見列車」を運行

いたします。お座敷列車に揺られて沿線

の景色を眺めながらの生ビールは格別で

す。 

 是非、お早めにお申し込みください。 

 

 ■出発日：平成26年4月 

       12日(土) 

       19日(土) 

       26日(土) 

 ■旅行代金： 

  大人お1人様 4,000円 

  （生ビール2杯とおつまみ付き） 

  ※持ち込みは自由です  

 

 

詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p

=132 

 
 

 

  



●おすすめ情報 

 ●列車でＧＯ！ 運転体験ができる! ハッピートレイン～ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 会津鉄道で運転士、車掌体験をしてみま

せか。専門的な特別講習（運転講座、車両

講座）を受講いただき、会津田島駅構内で

車両を運転します。（運転士として2往復、

車掌として2往復） 

 小学校4年生以上（階段の乗降などがあ

ります）であればご参加頂けますので、ご

家族、職場、子供会などでのご旅行などに

ご利用ください。 

 

■開催日時(11:10～15:00予定)  

 1回目 5月17日(土) 

 2回目 6月21日(土) 

 3回目 7月12日(土) 

 4回目 7月26日(土) 

 5回目 8月2日(土) 

 6回目 8月23日(土) 

 7回目 9月20日(土) 

 8回目 10月4日(土) 

 9回目 11月8日(土)  

  

 開催場所、参加費用等につきましては、

こちらをご覧ください。  

⇒ 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=840 

 

  

 

 



 ●カメラを持って出かけよう ～２０１４ 桜・列車～ 

    会津鉄道撮影地ガイド 

 

  

 春を代表する桜と会津鉄道のカラフルな列車を一枚の写真に収めてみませんか。今

シーズンは寒気が強かったせいか、３月になっても会津鉄道沿線には雪が残っていま

す。例年だとあとひと月も経てば桜の開花が始まります。 

 桜シーズンを前に「カメラを持って出かけよう。～2014桜・列車～」と題して会津

鉄道沿線の桜と列車が撮れるポイントを紹介します。カメラとお弁当を持って沿線を

散策してみませんか。 

 

   ・撮影地ガイドなど、詳しくはこちらをご覧ください。 

    ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=534 
 

 ●【期間限定】コーヒー買って限定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【会津若松市】を実施します。】 

 

 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。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。 

 

   ・期  間：平成26年3月21日（祝・金）～平成26年3月27日（木） 

   ・スイーツ：かやの実クッキー 

 

   ・車内の様子は会津鉄道公式Facebookでご覧いただけます。 

    ⇒ https://www.facebook.com/aizutetsudo 
 

 



  

AIZUマウントエクスプレス号 

時刻表  

  

会津若松発 08:00東武日光着 

11:01 

東武日光発 11:37会津若松着 

14:11 

 
 

 ●お得なきっぷ＆便利なサービスで会津鉄道の旅を楽しもう！ 

 

 【会津鉄道×コロプラ「全国乗り物コロカ制覇の旅」】 

  

 

 

 

 「会津鉄道全線全駅制覇を目指そう！」 

  

 会津鉄道では、携帯電話ゲーム「コロプ

ラ（コロニーな生活☆プラス）」の「全国

乗り物コロカ制覇の旅」とタイアップした

お得な乗車券を発売しています。会津線の

西若松駅～会津高原尾瀬口駅が大人

3,000円(平成26年 3月 30日発売まで）

で2日間乗り放題！ 

 「全国乗り物コロカ制覇の旅」を楽しむ

のにオススメです。また、会津鉄道の全線

全駅乗りつぶしにも便利です。 

 是非、携帯電話「コロプラ」に参加して、

会津鉄道をご利用ください。 

 

 詳しくはこちらをご覧ください 

 ⇒ 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=865 

 

 
 



 

 他にもお得なきっぷ、便利なサービスがございます。 

 

  お得なきっぷと便利なサービスのご案内。 

   ・首都圏発着 ゆったり会津東武フリーパス、JR東日本「週末パス」 

⇒ http://tabi.tobu.co.jp/ticket/honsen/c01_d.html 

⇒ 

http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?txt_keyword=%8fT%96%96%83p%83X&mode=keyw&SearchFlag=1&Goo

dsCd=1987 

   ・会津発着 浅草往復列車たびきっぷ、会津・日光フリーパス 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=88 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=844 

   ・会津鉄道内のお得な割引きっぷ 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=47 

   ・マイカー＆トレイン 回送サービス 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=789 

   ・駅から駅へ、お荷物運びます！「列車で！はこぶくん」 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=933 

 

 「AIZUマウントエクスプレス号 

   （会津・日光直通列車）」限定サービス 

 ・会津鉄道の名物駅弁が予約で手に入る！ 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=902 

 ・公衆無線ＬＡＮ接続サービス「列車でWifi」 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=858 

お得なきっぷ、便利なサービスはこちらもご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=940 
 

 ●ネコのばす駅長グッズや鉄道の車両をモデルにした商品がいっぱい！ 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=941 

 

 



 ●ばす駅長コーナー  ●クーポン使ってお得な旅を！ 

 

 

 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=939
 

 

 

 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=948
 

 ●首都圏に行くならこれを見てから決めてください。 

 便利でお得な情報いっぱい「会津鉄道情報版 第２号」が出来ました！ 

 

http://www.aizutetsudo.jp/pdf/aizutetsudo-joho.pdf 

 

●会津１７市町村うまいものリレー 

 ●磐梯山バーガー／ラッキー スマイル [会津若松市] 

 

[会津の名峰 磐梯山のようにどっし

りしたバーガー] 

 

 レトロな街並みが人気の観光スポッ

ト会津若松市七日町にバンズにこだわ

ったハンバーガーショップがありま

す。ショップの名前は「ラッキースマイ

ル（Lucky Smile）」さんです。店内は七

日町通りに面し、とても明るく開放的

な雰囲気です。また、各テーブルには、

パズルなどが置いてあり、料理が運ば

れて来るまで自由に遊べるようになっ

ています。 

 

 

 

  

 
 磐梯山バーガー(1,200円） 

食べ応え十分！ 
 

 
 



 

  

  

 
プラス200円でランチセットに（上） 

レトロなサッカーゲーム（下） 
 

 
 

 

 今回はお店のおススメの「磐梯山バ

ーガー（1,200円）を紹介します。この

バーガーは約１５センチの厚さがあ

り、具材にはフレッシュな野菜（レタ

ス、トマト、キュウリ）、約１１０グラ

ムあるビーフパティが２枚、チーズ、厚

切りベーコン、半熟の目玉焼きがライ

麦を使った香ばしいバンズにサンドさ

れています。ランチタイムはプラス200

円で手作りスープ、ソフトドリンク（五

色沼サイズ）、サラダ（またはラスク）

が付けられます。トーストされ、カリカ

リになったライ麦バンズの食感と、手

こねでふっくら仕上げられたビーフパ

ティからあふれ出る肉汁（お口幸せ汁

とでも名付けたくなる！）があまりの

美味しさに頬を緩ませ笑顔にさせてく

れます。 

 また、他にも会津産コシヒカリの米

粉と完熟トマト果汁を練りこんだ「赤

瓦バンズ」、小麦全粒粉とすりおろしオ

ニオンを練りこんだ「オニオンドック」

を使った料理があります。 

 ボリューム満点のバーガーで腹ごし

らえをして会津観光をお楽しみくださ

い。  

 

 

 

  

 明るく、落ち着いた店内。  

 
 

 

  

 
 バーガーの絵が何ともいい味を出し

ています。 
 



 
 

 

  

住 所 福島県会津若松市七日町3-45 

  

ＴＥＬ 0242-23-8241 

定休日 月曜日 ※祝祭日の場合は営業、翌日休み 

営業時間 11:00～20:00 

 

 
 

 

●イベント情報 

 ●春らんまん、春の会津のイベント情報！ 

 

  

 
 

 

 

 雪深い会津にもようやく春が訪れま

す。桜が咲くまではもうしばらく時間

がかかりそうですが、あちこちで春の

イベントが行われます。是非、早春の会

津へおいでください。 

 

 

詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/inf

o/?p=946 

 
 

 ●歴史が息づく檜枝岐村の伝統芸能を間近に観劇！ 

 

 『千葉之家花駒座 

      新春歌舞伎公演』 

 

 日時／平成26年4月12日（土） 

    午後3時開演 入場無料 

 場所／東雲館４階大ホール 

      （檜枝岐村公民館） 

 江戸時代より檜枝岐村の村民の間に

継承されてきた『檜枝岐歌舞伎』は、春

と秋の祭りの際に村の愛宕神・鎮守神

への奉納歌舞伎として上演され、村人

たちを楽しませてきました。鎮守神社

 

  

 

 

◎平成26年の檜枝岐歌舞伎公演予定 

 「愛宕神祭礼奉納歌舞伎」 

  5月12日（月）午後7時開演 

    入場無料 

 「鎮守神祭礼奉納歌舞伎」 

 



の境内にある舞殿は国重要文化財に指

定されています。演者と観客とが一体

となった盛り上がりをみせる歌舞伎の

舞台は、その昔に上演されていた農民

芸能の雰囲気をそのまま現代に伝えて

います。この貴重な檜枝岐歌舞伎を鑑

賞できるのは年に数回だけ。 

 春の檜枝岐歌舞伎公演にあわせて、

温泉も豊富な檜枝岐村へ訪れてみては

いかがでしょう。 

  お問い合わせ先／ 

  尾瀬檜枝岐温泉観光協会 

     TEL0241-75-2432 

  詳しくはこちらをご覧下さい。 

⇒ http://www.oze-info.jp/ 

 
 

  8月18日（月）午後7時開演 

    入場無料 

 「歌舞伎の夕べ」 

  9月6日（土）午後7時開演 

    入場料1000円 

     ※村内宿泊者無料 
 

 

●知っ得！話題 

 ●まち歩きで楽しむあったかカフェとスイーツ巡り 

 

  

 
 

 

 

 大町四ツ角や七日町通りなど懐かし

い街並み散策の休憩に、あたたかな雰

囲気に包まれたカフェでくつろぎなが

ら、美味しいスイーツはいかがです

か？ 

 大町札の辻界隈と鶴ヶ城周辺にある

16の「まち歩きスイーツ＆カフェ」参

加店では、期間中、ワンコイン（500円）

で楽しめる季節のオリジナルスイーツ

をご用意。味わった後に捺印されるス

タンプを 2個集めると、参加宿泊施設

で日帰り温泉入浴を 500円で利用でき

るほか、お楽しみ抽選会に応募すれば、

ペア宿泊券（１名様）など豪華景品が当

たるチャンスです。 

 



 会津の甘いスイーツを気軽に味わっ

て、ちょっとお得な“まち歩き”をお楽

しみください。 

  

◎キャンペーン開催期間／ 

 平成25年10月１日～ 

        平成26年3月31日 

 お問い合わせ先 

  会津若松市観光物産協会 

   インフォメーション 

      サポートセンター 

      TEL0242-36-5043 

 
 

 

●会津の巨樹・銘木を訪ねて 

 ●文殊院の知恵桜［会津美里町］ 

 

 

【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】  

 

 日本三代文殊の一つ「筆の文殊」とし

て知られ、技芸上達、学業成就のご利益

がある学問の仏様として名高い清龍寺

の文殊菩薩。毎年多くの受験生が合格

祈願に訪れる文殊堂の西側に高く枝を

広げるのは、鮮やかな紅色の花が美し

い一本桜。文殊菩薩にあやかって［知恵

桜］の呼称で親しまれている。 

 花の見頃は４月中旬。参道に積もる

雪を踏みしめて祈願した人々が合格の

お礼詣りに訪れる様子を、参道の側で

静かに見守りながら春爛漫と咲く姿

は、のどかながらも喜びと希望にみち

た美しさにあふれている。 

 

 

  

 

 

 【樹木データ】 

・所在地 

 大沼郡会津美里町字文珠西甲3611 

・交通 

  JR只見線会津高田駅から 

          徒歩で約30分  

 お問い合わせ先／ 

  会津美里町観光協会  

    TEL.0242-56-4882 

 

 



  

 
 

●ふるさとの味再発見！会津の郷土料理  

 ●わらびお浸し 

 【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。 

 

  

 
 

 

 

 ［材 料］ 

  わらび…200g 

  木灰…適宜  

   ※一握り程度が目安 

  削り節、しょうゆ…適宜 
 

 

［作り方］     

 1)わらびは穂を取り、一握りくらいの束にする。     

 2)わらびの束をバットなどの平らな容器に並べ、木灰をまんべんなく 

  振り入れる。 
    

 3)2)に全体が隠れるくらいの熱湯を注ぎ、一晩程度置いてあく抜きをする。      

 4)じゅうぶんに水洗いし、茹でる。     

 5)4～5cmの長さに切り、盛り付けて削り節をそえる。     

 

［ワンポイント］     

 木灰が手に入らない場合は重曹で代用してもあく抜きができます。食感を楽しむた

めには、あまり茹で過ぎないのがポイント。みそ汁の具としても美味しい山菜です。 
    

     
 

 



［編集後記］ 

 雪どけも進む３月。暖かな陽光に包まれて草花が芽吹く春ももうすぐです。４月中旬

には鶴ヶ城の桜も見頃を迎えます。会津鉄道に乗って春風を感じながら、花咲く会津路

を旅してみませんか？ 
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