
 

 会津鉄道メールマガジン 平成 26年 7月 31日号 Vol141 

 いよいよ夏本番がやってきました。ギラギラした日差し、澄み切った青空、そして真っ

白な入道雲。会津の里山でそんな夏の風景を感じながら夏のレジャーを楽しんでみませ

んか。 

 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 

 ●湯野上温泉駅に現代アートが登場！ 

   湯野上温泉駅アートプラットホーム 

 

 

 

 

 

  

 ２０１３年から始まりました湯野上

温泉×アートプロジェクトのメインシ

ンボルとして湯野上温泉駅上りホーム

（会津若松方面）の待合室、ホーム壁面

をキャンバスにした巨大アートが完成

しました。 

 このアートを手がけたアーティスト

は会津若松市出身で世界的に活躍する

ＭＨＡＫ（マーク）氏です。 

⇒ http://www.mhak.jp/ 

 待合室内にはＭＨＡＫ氏の独特のス

タイルである「曲線で構築し反復する」

壁画が描かれています。またホーム壁

面には会津の四季をテーマにしたカラ

ーを使った壁画があります。是非、茅葺

き屋根の駅舎と現代アートの融合を湯

野上温泉駅でご覧下さい。 

 

 

  

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140731/image013.pdf


 ●会津鉄道沿線を大名行列気分で歩こう。 

  あいづ歩こう会×会津鉄道「参勤交代ウォーク」開催！ 

 

 

 

 

 

 会津から日光へ江戸時代の参勤交代の

街道を歩くウォークです。昨年は西若松

駅から湯野上温泉駅までを歩き、今年は

湯野上温泉駅をスタートして七ヶ岳登山

口駅までを３回に分けて歩きます。歴史

ロマンを感じながら参勤交代ウォークを

楽しみませんか。 

 

 ■コース 

  ・湯野上温泉～会津下郷 

   平成 26年 8月 17(日) 約 10Km 

  ・会津下郷～会津田島 

   平成 26年 9月 21(日) 約 12Km 

  ・会津田島～七ヶ岳登山口 

   平成 26年 10月 19(日) 約 14Km 

 ■参加費用   

  一般 500円（傷害保険含む） 

 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=957 

 

 

 ●湯野上温泉から塔のへつりを巡ろう 

  愛と絆の「１００万年ウォーク」開催！ 

 

 

 

 

 

  

 湯野上温泉、塔のへつりを歩いて巡る

「１００万年ウォーク」が 9月 14日（日）

に開催されます。 

 

 コースは湯野上温泉駅をスタートして

塔のへつり、中山風穴を巡る約１０キロ

と湯野上温泉駅から塔のへつりまでの約

６キロの２つのコースがあります。どち

らのコースも白岩地区集会所で「しんご

ろう」作り体験が追加で選べます。 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p957_01.pdf
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 また、１００万年ウォークに参加され

るお客様に限り、当日チラシをお持ち頂

くと会津鉄道線内各駅と湯野上温泉駅間

の運賃が３割引になります。 

 ・１００万年ウォークのついては 

  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 
 

 

●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 

   

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 

 ●鉄道車両の健康を守れ。 

   車両の保守検査作業を知ろう。（前編） 

 

 ●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 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=956
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  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 
 

 
 

 ●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 

 夏の行楽やお盆の帰省にお使い下さい！ 

  『ゆったり会津東武フリーパス』好評発売中！ 

 

 

 

 

 

 

 「ゆったり会津東武フリーパス」は首都

圏の東武鉄道の駅から会津へお出かけの

ときに便利な割引きっぷです。 

 例えば浅草から芦ノ牧温泉を通常運賃

で往復すると大人 8,480 円ですが、この

きっぷを使うと 6,790円（1,690円お得）

になります。 

 また東武鉄道の下今市～東武日光、下

今市～降車駅間がフリー区間になってい

ますので、途中下車しながら南会津の観

光スポットや世界遺産日光を楽しむこと

も可能です。 

■発売箇所 

 東武線各駅（一部を除く）、東武トラベ
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ル、ＪＴＢなど 

■発売額 

 浅草から会津田島 

  大人 5,840円 

 浅草から芦ノ牧温泉 

  大人 6,790円 

 浅草から会津若松・喜多方 

  大人 7,260円 

 ※各区間ともに４日間有効 

 詳しくはこちらをご覧ください。 

⇒ http://tabi.tobu.co.jp/ticket/honsen/c01_k.html 

 
 

 

 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 
 

 ●発売箇所に東山温泉が加わってさらに便利になりました！ 

 

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

 ●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 
 

 ●「名誉駅長ばす」駅長室便り 

  ばす＆らぶのかわいい写真 

  掲載中！ 

 ●「会津鉄道グッズ」が 

  東京・墨田区おしなり商店街 

  いすみ鉄道「元祖・ローカル線 



  本舗」でお求め頂けます。 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

http://www.isumirail.co.jp/1869 

 

 
 

 

●会津１７市町村マル得情報 from [磐梯町] 

 ●磐梯山の麓、会津仏教発祥の地 

 

  

 磐梯町は磐梯山のふもとに位置する名

水と会津仏教文化発祥の地です。 

 平安時代の初期に徳一菩薩により創建

された「慧日寺」があります。広大な寺跡

は昭和４５年に国の史跡に指定され、平

成２０年に金堂が復元されました。また

隣接する「磐梯山慧日寺資料館」には発掘

調査で出土した貴重な歴史資料か展示さ

れています。 

 また、磐梯山の山麓ではやゴルフ、スキ

ー・スノーボードなどのスポーツがオー

ルシーズン楽しめます。磐梯高原の気候

を生かしたお蕎麦や地酒、はちみつ・とれ

たて野菜など町の特産品はもちろん、道

の駅ばんだいではそばのソフトクリーム

を食べることができます。 

 魅力あふれる磐梯町へ、ぜひお越しく

ださい！！ 

 

 

 ・ともし火と仏教声楽の夕べ 

  開催日／ 

 

 

 

 

  

●磐梯町駅東口のシバザクラ。見頃は例

年５月下旬頃。 

 来年は花をテーマにした「ふくしまデ

スティネーションキャンペーン」が開催

されます。 

  

 

 

 

  

●幻想的な雰囲気に包まれる慧日寺金

堂。 
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   平成 26年 8月 24日（日） 

   午後６時～【雨天決行】 

  会場／史跡慧日寺跡  

   金堂前石敷き広場［磐梯町］ 

 

 会津に仏教文化を広めた平安時代の高

僧・徳一ゆかりの慧日寺跡で、「新義真言

聲明・三宝会」の上演による仏教声楽のイ

ベントが開催されます。燈明の灯りに浮

かぶ幽玄な空間に祈りの響きが広がる、

夏の一夜をお楽しみください。 

 

 お問い合わせ 

  磐梯山慧日寺資料館 

  TEL TEL0242-73-3000 

  詳しくはこちらから 

⇒ 

http://www1.town.bandai.fukushima.jp/kanko/enichiji/enichiji_0103_siryokan.htm 
 

 ●香ばしいそば粉が香る冷たいデザート 

   「磐梯町産そば粉使用 そばソフトクリーム」 

 

 

 暑い日は老若男女問わず冷たいもの

を食べたくなりますね。今回は地元磐

梯町で育てたそば粉を使った「そばソ

フト」です。 

 磐梯町はその名の通り、会津の名峰”

磐梯山”の麓に位置する町です。会津盆

地よりも標高が高い場所にあるため、

古くからそばの生産が盛んに行われて

います。 

 ソフトクリームのベースは濃厚なミ

ルクで、純白というよりやや黄色かか

っている、いわゆるクリーム色をして

います。そば粉は毎日使う分だけを香

ばしく煎っています。そば通でも納得

できる位、香りが良いソフトクリーム

 

 

 

 

  

●磐梯山を望みながら食べるソフトクリ

ームは格別！ 
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に仕上がっていますのでお近くへお越

しの際はお試しください。 

 

 

 ■お問い合わせ 

  道の駅 ばんだい 

   耶麻郡磐梯町大字磐梯字 

   十王堂 38番地 

   TEL：0242-74-1091 
 

  ●黒い粒が一つ一つがそば粉なんです！   

 

 

［編集後記］ 

 夏休みシーズンの８月は会津地方もキャンプや登山を楽しむ家族連れで賑わいます。

豊かな自然とふれあいながら楽しい想い出を作りませんか。  
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