
 

 会津鉄道メールマガジン 平成 26年 7 月 15 日号 Vol140 

 真夏の陽光を浴び山の緑も深まる頃、会津地域では盆踊りのお囃子に心躍らせる祭り

が行われます。会津鉄道沿線でも７月２２日から２４日まで南会津町田島地区の『会津

田島祇園祭』、７月２６日、２７日は下郷町の「下郷ふるさとまつり」がそれぞれ開催さ

れます。各まつりに合わせて割引きっぷを用意しておりますので、会津鉄道を利用して

お出かけ下さい。 

 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 

 ●芦ノ牧温泉駅に新人（？）駅員さんが入りました。 

  ねこの駅員「らぶ」をよろしく！ 

 

 

 

 

 

 芦ノ牧温泉駅に新しい駅員さんが入り

ました。新人さんならぬ新ネコさんです。

名前は「らぶ」と言います。まだまだ何も

知らない子猫ですが、先輩のネコの名誉

駅長「ばす」共々よろしくお願いします。 

 

  「らぶ」のプロフィール 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=954 
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 ●勇壮・艶（あで）やか、２つの行列を見よう。 

  割引きっぷを使って「会津田島祇園祭」に行こう！ 

 

 

 

 

 

 ８００年以上の歴史を持つ会津田島祇

園祭が７月２２日（火）～２４日（木）に

開催されます。祇園祭の見どころは、２２・

２３日の両日夕方から行われる勇壮な「大

屋台運行」と２３日の朝 の「七行器（な

なほかい）行列」と呼ばれる花嫁行列です。 

 京都市八坂神社の祇園祭、博多祇園山笠

と並び 日本三大祇園祭に数えられる「会

津田島祇園祭」に是非おいでください。 

 

 ・会津田島祇園祭については 

  下記へお問い合わせください。  

  お問い合わせ先 

   南会津町観光物産協会 

⇒ http://www.kanko-aizu.com/ 

   TEL 0241-62-3000 

 

 会津鉄道では、「会津田島祇園祭」に合

わせて割引切符を販売いたします。また、

臨時列車の運転もございます。詳しくはこ

ちらをご覧ください。 

⇒ 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=912 

  

 

 

  

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p912_01.pdf


 ●下郷町が祭りの熱気に包まれる２日間 

  列車を使って「下郷ふるさと祭り 楽しもごう２０１４」に行こう！ 

 

 平成２６年７月２６日（土）、２７日

（日）の２日間、下郷町ふるさと公園を舞

台に「下郷ふるさと祭り２０１４」が開催

されます。郷土芸能や郷土料理の大屋台

村などイベント盛りだくさんの内容にな

っています。また、「會津 YOSAKOI ～夏

の陣～」も併せて開催されます。迫力と感

動いっぱいのＹＯＳＡＫＯＩをお楽しみ

ください。 

 会場は「ふるさと公園駅」より 

 徒歩１分です。 

 

 ・下郷ふるさと祭りについては 

  下記へお問い合わせください。  

  お問い合わせ先 

   下郷町商工会 

⇒ http://shimogo-sk.or.jp/ 

   TEL 0241-67-3135 

 

 会津鉄道では、「下郷ふるさと祭り」に

合わせて割引切符を販売いたします。ま

た、臨時列車の運転もございます。詳しく

はこちらをご覧ください。 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=914 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p914_02.pdf


●おすすめ情報 

 ●こころを癒やす旅、ここにあります。 

  お座トロ展望列車で行く、『喜多方と会津ころり三観音』募集中！ 

 

  

 会津鉄道では、特別企画「お座トロ展望列車で行く！喜多方と会津ころり三観音巡

り」を企画募集中です。 

 『きたかた喜楽里博』に合わせて、臨時運行する「お座トロ展望列車」に乗って、蔵

の街「喜多方」、三ノ倉スキー場のひまわり畑、ころり三観音を巡ります。 

 立木観音と鳥追観音では住職からの案内もあります。 

 

 限定１回の商品ですので、お早めにお申し込み下さい。 

  旅行代金、コースなど詳しくはこちらをご覧ください。 

⇒ http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140615/image005.pdf 

   

  お申込み、お問い合わせ先 

    会津鉄道株式会社 TEL.0242-36-6162 FAX.0242-26-9730 

 ●コンビニでは売っていない、甘酸っぱいジュースは如何ですか！？ 

   会津鉄道オリジナル「しそジュース」！ 

 

 

 

 

 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140615/image005.pdf


 

 

 

 
 

 

 昨年の夏に大変好評だった、手作 

りしそジュースが装いも新たに新登場

しました。 

 香り豊かな会津産赤しそをたっぷり

使ったおいしいジュースです。この季

節限定の甘さと香りを是非お楽しみ下

さい。 

 

 
 

 ●夏の会津を満喫しよう！ 

    ８月～９月 お座トロ展望列車運行案内 

 

 

 

 

 

 「お座トロ展望列車」運転日のご案内で

す。夏期の運行は 8 月 2 日からの運行に

なります。途中の芦ノ牧温泉駅、湯野上温

泉駅では 10～15分の停車時間がございま

す（一部除く）。芦ノ牧温泉駅から塔のへ

つり駅間の 3 カ所の鉄橋上では「列車が

一旦停車し、大川渓谷の絶景を楽しむこ

とが出来ます。また、大人気の「トンネル

シアター」の上映もございます。夏のお出

かけに「お座トロ展望列車」をご利用下さ

い。 

 

 ■運行日： 

  平成 26年 8月 2日（土）から 

  平成 26年 9月 28日（日）までの 

   土、日、祝祭日と 

  平成 26年 8月 9日（土）から 

  平成 26年 8月 20日（水）までは 

   毎日運行 

 ※ご乗車には運賃の他にトロッコ整理

券（310円 大人）は必要です。 

 

 
詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
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 ●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！ 

 

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

 ●会津鉄道＆レトロバス猿游号で行く『大内宿』 

            大内宿共通割引きっぷのご案内 

 

 

 

 

 

 

 「列車とバスで宿場町 

    【大内宿】へ行こう！」 

 会津鉄道沿線の人気の観光スポット大

内宿への直行バスと会津鉄道の乗車券が

セットになったお得なきっぷです。  

  

■期間 

 平成 26年 4月 1日～11月 30日まで 

 （猿游号運行期間） 

■発売額 

（１）片道割引乗車券タイプ 

  西若松から会津田島片道 

  会津田島から西若松片道 

  プラス 猿游号一日フリー券 

 ・大人 1,900円 子供 950円 

（２）往復割引乗車券タイプ 

  西若松から湯野上温泉往復 

  会津田島から湯野上温泉往復 

  プラス 猿游号一日フリー券 

 ・大人 1,900円 子供 950円 

■発売箇所 

 ・会津鉄道有人駅(西若松、 

   芦ノ牧温泉、湯野上温泉 

   会津田島 計 4駅)  

 ・会津鉄道車掌及び猿游号車内 
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 ・東山温泉観光案内所 NEW 

 

 詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95 

 
 

 

 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?GoodsCd=2014 

     観光案内、イベント情報 

      南会津エリア（おいでよ南会津） 

⇒ http://www.aizu-concierge.com/ 

      会津エリア全体（極上の会津） 

⇒ http://gokujo-aizu.com/ 

     旅のお供やプラン作成に 

      会津鉄道沿線ガイドマップをご活用ください。 

⇒ http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/info/wp-content/uploads/p944_01.pdf 

 

   ・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=791 

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

     観光案内、イベント情報 

      浅草・上野エリア（東京都台東区） 

⇒ http://www.city.taito.lg.jp/index/bunka_kanko/index.html 

      日光・鬼怒川エリア（日光観光協会） 

⇒ http://www.nikko-kankou.org/ 

 

   ・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 
 

 ●会津鉄道情報版 第５号 NEW  ●自転車を積んで会津を廻ろう！ 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=114 
 

 ●会津若松駅に「会津鉄道グッズ」コーナーができました！ 

 

 

  



●会津１７市町村マル得情報 from [檜枝岐村] 

 ●尾瀬の玄関口。大自然に抱かれた山里。 

 

  

 檜枝岐村は、福島県の最南端に位置

し国立公園「尾瀬」の福島県側玄関口

となっています。 

 郷土料理には「はっとう」、「ばんで

いもち」、「山椒魚(さんしょううお)の

天ぷら」などといった 

「山人料理（やもーどりょうり）」や全

国でも檜枝岐村だけの製法で 

作られているそば「裁ちそば」が名物

になっています。 

 また、２７０年以上の伝統を持つ「檜

枝岐村歌舞伎」は、毎年５月１２日、８

月１８日、９月第一土曜日の年３回開

催されます。 

 例年８月上旬には、「真夏の雪まつ

り」という真夏の雪の祭典が行われ、

夏休み期間中ということもあり多くの

家族連れで賑わいます。 

 

 ・真夏の雪まつり 

 日時:平成 26年 8月 2日（土） 

        ～3日（日） 

 場所：尾瀬檜枝岐温泉スキー場 

  

 ・鎮守神祭礼奉納歌舞伎 

 日時:平成 26年 8月 18日（月） 

   18:00から 

 場所：村内歌舞伎舞台 

 

 檜枝岐村への交通 

  会津鉄道会津高原尾瀬口駅 

      よりバスで７０分 

 お問い合わせ 

 

 

 

 

  

●尾瀬と言ったら水芭蕉を思い浮かべる

方が多いはず。 

 （至仏山と水芭蕉） 

  

 

 

 

  

●白い砂浜。。。いえ、雪上なんです。雪の

上のスイカ割りとっても楽しそう。 
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  尾瀬檜枝岐温泉観光協会 

  TEL 0241-75-2432 

  詳しくはこちらから 

  ⇒ http://www.oze-info.jp/ 

 

 ●これは新しい！尾瀬の自然水ゼリー。 

 

 

 この「水さやか」は「尾瀬の自然水」

をゼリーにした新感覚の水菓子です。

尾瀬の澄みきった自然水を使ってお

り、ひと口食べれば尾瀬の涼しげな風

が体の中を吹き抜けるような爽快感を

感じます。添付のはちみつ と一緒食べ

れば、雄大な自然のエネルギーで全身

が満たされていく気持ちになれます。 

 「水さやか」は檜枝岐の豊かな自然が

育んだ天然素材同士をうまくマッチン

グさせて作られたデザートになってい

ます。暑い夏のおやつや水分補給に是

非お試しください。 

 

 ■お問い合わせ 

  Natural Foods 尾瀬檜枝岐 

   福島県南会津郡檜枝岐村 

   字下ノ原９４８－２ 

   TEL：0241-75-2355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［編集後記］ 

 ７月に入ると、会津の各地では太陽の恵みをいっぱいに浴びた夏野菜の収穫時期を迎

えます。朝取りのトマトやきゅうりなどを沢山使った料理が食卓に並びます。豊かな自

然がある会津ならではの味を満喫してみませんか？ 

 美味しい夏の会津にぜひお越し下さい。 

Copyright(C) Aizu Railway Co.,Ltd All Right Reserved. 
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