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 今年の会津の夏は例年になく暑い日が多いように感じます。その分夏野菜や季節の果

物は太陽のめぐみをたっぷり吸収し、とっても美味しく実っています。会津鉄道沿線に

も地元の農産品を扱ったレストランや直売場が沢山ありますので、夏のごちそうを食べ

に列車に乗って出掛けてみませんか。 

 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 

 ●秋の下郷町を歩く３日間 

   大人気のウォークイベント「郷山ウォーク」開催！ 

 

 

 

 

 

  秋の下郷町を舞台に「郷山ウォー

ク」が開催されます。  

 今回は、９月１４日に塔のへつり駅

から湯野上温泉駅までの約６キロのコ

ースを歩きます。 途中の中山風穴冷風

体験館では、風穴の冷たい風で冷やし

た「尾瀬の自然水」のプレゼントなどが

あります。 

 また、１０月１２日（土）・１３日（日）

にはそれぞれ、「楢原街道、松川街道ウ

ォークもあります。 

 ３コース全てに参加された方には

「リュックサック」のプレゼントなど

がありますので、 初秋から秋へと風景

が移りゆく下郷町で、気持ちの汗を流

してみませんか。 

 ウォーク参加には事前のお申し込み

が必要です。詳しくはパンフレットを

ご覧下さい。 

⇒ http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140815/image002.pdf 
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 ●芦ノ牧温泉駅の見習駅員「らぶ」のポストカード販売中！ 

 

 

 

 

 
 

 

  

 デビューからもうすぐ１ヶ月、芦ノ

牧温泉駅見習駅員の「らぶ」は元気いっ

ぱい元気いっぱい走り回っています 

 今回、らぶのオリジナルポストカー

ドが発売になりました。駅に来た頃の

幼い姿やばす駅長とのツーショットな

ど全５種類あります。 

 芦ノ牧温泉駅にお越しの際には、是

非お買い求め下さい。 

   

 芦ノ牧温泉駅見習駅員の「らぶ」オリ

ジナルポストカード  

  各１枚１００円 

 

 ※人気商品につき品切れの際にはご

了承ください。 

 ※芦ノ牧温泉駅売店のみの販売とな

ります。 

 

 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=939 
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 ●会津鉄道を使ってゆるキャラを見つけに行こう。 

         ゆるキャラキーワードラリー開催！ 

 

   

 会津鉄道に乗って列車の旅を楽しみながら『ゆるキャラキーワードラリー』を楽しみ

ませんか。 

 列車内や沿線の観光スポットなどに人気のゆるキャラがキーワードを持っています。

キーワードを集めて応募すると温泉宿泊券や南会津の特産品などが抽選で当たります。 

 期間は平成２６年８月９日（土）から１１月２４日（月）までなので、夏休みや秋の

行楽シーズンなどにお楽しみ頂けます。 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

⇒ http://www.aizu-concierge.com/blog/article/11158 

 

 お問い合わせ先 

 「おいでよ！南会津。」プロジェクト事務局（株式会社シンク内） 

   TEL 0242-37-0123 
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●おすすめ情報 

 ●鉄道車両の健康を守れ。 

   車両の保守検査作業を知ろう。（後編） 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=545 

 ●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 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140715/image012.pdf


   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 

 【マイカー＆トレイン 回送サービスを使って鉄道の旅を楽しもう！】 

 

 

 

 

 

 

 「みんなで列車を楽しもう！」 

  

 マイカーで会津にお越しの際には、会

津鉄道のマイカー＆トレイン回送サービ

スを使って列車の旅もお楽しみください。

マイカー回送サービスはお客様のお車を

お預かりして、ご希望の取り扱い箇所まで

お届けするサービスです。ドライブに来ら

れた皆さんで「お座トロ展望列車」、「AIZU

マウントエクスクレス」号などの会津鉄道

の人気列車に乗ってマイカーとは違った

車窓の風景をお楽しみ頂けます。 

 

 ※ご利用の２日前までお申込みくださ

い。取り扱い箇所、料金等の詳細について

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p789.pdf


はこちらをご覧ください 

⇒ 

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

 
 

 

 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 
 

 ●列車とバスで出かけよう！茅葺きの宿場町「大内宿」。 

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

 ●「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。 

 ●自転車を積んで会津を廻ろう！ 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

  



 ●会津鉄道情報版 最新号！ 

 

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

 

 ●楽しいイベントがいっぱい！『秋のイベントガイド』 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140815/image006.pdf 

 

●会津１７市町村マル得情報 from [会津若松市] 

 ●歴史浪漫が香る城下町 

 

  

 会津若松市は、磐梯山や猪苗代湖、東

山・芦ノ牧温泉などの豊かな自然に恵

まれ、また現存する中では全国で唯一

の赤瓦の天守閣である鶴ヶ城や、戊辰

戦争の悲劇で知られる白虎隊士が眠る

飯盛山など、長い歴史を誇るまちです。

春になれば大河ドラマ「八重の桜」のオ

ープニングに使われた「石部桜」や「日

本さくらの名所１００選」のひとつ「鶴

ヶ城の桜」などが見事な花を咲かせま

す。 

 また、「こづゆ」「ソースかつ丼」「カ

レー焼きそば」など郷土料理からご当

地グルメまで、様々な食もそろってお

ります。 

 是非、会津若松市にお越しいただき、

 

 

 

 

  

●会津若松市を代表する観光名所と言え

ば鶴ヶ城。桜の見頃は例年４月下旬頃で

す。 

 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。 
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四季折々の風景や悠久の歴史・伝統、お

いしい食を満喫してください。 

 

 ・会津まつり 

  開催日／ 

   平成 26年 9月 21日（日） 

    ～9月 23日（祝・火） 

  会場／会津若松市内各所 

   及び鶴ヶ城 

 

 会津まつりのハイライトは。23日に

催される「会津藩公行列」です。鶴ヶ城

本丸を舞台に出陣式から始まり、市内

の目抜き通りをきらびやかな鎧装束や

時代衣装に身を包んだ隊列が練り歩

き、殺陣や演舞も披露される一番の見

どころです。 

 また、21・22 日の夜は神明通りを会

場に踊りの輪が広がる「会津磐梯山踊

り」が開催されます 

 歴史ある城下町の華やかな賑わいを

ぜひお楽しみください。 

 

 お問い合わせ 

  会津若松観光ビューロー 

  TEL TEL0242-23-8000 

  詳しくはこちらから 

  ⇒ http://www.aizukanko.com/ 
 

 

 

 

  

●会津まつりのハイライト「歴代藩公行

列」です。毎年多くの方が沿道につめかけ

ます。 

  

 

 ●「あいづ食の陣」で３ヶ月毎に変わる美味しい料理を味わおう。 

 

 

 「あいづ食の陣」は「会津人が胸をは

って美味しいといえる食材を、旬の時

期に味わってほしい」との願いから本

年４月から始まった食の一大イベント

です。 

 会津若松市内の飲食店や宿泊施設の
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料理人が３ヶ月毎に変わる食材を産地

ならではの調理法などで美味しい料理

に仕上げます。 

   

 ７月から９月は 

    『会津トマト』 

 １０月から１２月は 

    『会津米・酒』 

  １月から３月は 

    『会津地鶏』 

 がテーマ食材です。 

  

 会津へお越しの際には、「あいづ食の

陣」の赤い旗を目印にイベント参加店

に足を運んでください。 

 

 ■お問い合わせ 

  あいづ食の陣実行委員会 事務局 

⇒ http://aizu-shokuno-jin.jp/ 

   （会津若松市農政課内） 

  福島県会津若松市東栄町 3番 46号 

   TEL：0242-39-1111（代表） 
 

 

 

 

 

 

［編集後記］ 

 夏真っ盛りの８月、会津では太陽の恵みをうけた真っ赤なトマト、サヤから飛び出し

そうなぷりっぷりの枝豆などの夏野菜が最盛期を迎えます。会津鉄道に会津の夏野菜を

味わいにおいで下さい。  
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