
 

 会津鉄道メールマガジン 平成 26年 8月 31日号 Vol143 

 夏の日差しを受け、会津各地の果樹畑では日ごとに甘さと香りを増しながら、ブドウ

やナシといった秋のフルーツがすくすく育っています。秋の行楽に、美味しさいっぱい

のフルーツ狩りはいかがですか？ 

 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 

 ●鉄道模型好き集まれ！ 

   「会津鉄道Ｎゲージまつり in 芦ノ牧温泉駅」開催！ 

 

 

 

 

 

  

 今年初めて開催となる「会津鉄道 Nゲ

ージまつり in 芦ノ牧温泉駅」。 

会津鉄道を愛する有志の発案から、こ

の度開催されることとなりました。芦

ノ牧温泉駅前広場にて N ゲージが繰り

広げられます。 

 鉄道に興味のある方、駅舎の雰囲気

を楽しみたい方、お気軽に足をお運び

下さい。 

 当日は会津鉄道グッズの販売も予定

しております。 

 

 開催日時 

  平成 26年 9月 13日（土） 

   午前中～15:30 

   平成 26年 9月 14日（日） 

   9:00～19:00 

   （夜も走らせます！） 

   平成 26年 9月 15日（祝・月） 

   9:00～15:00 

 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p963_01.pdf


 ★ばす駅長と見習駅員らぶも待って

いるよ！  

 

 詳しくはこちらをご覧ください。 

⇒http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=963 

  

   
 

 ●真っ白なそばの花咲く下郷町を歩こう 

  猿楽台地・そば畑ウォーク 

 

 

 

 

 
 

 

  

 下郷町の南西部に約 40ヘクタールも

の蕎麦畑面積を誇る猿楽台地がありま

す。この土壌からは良質のそばが収穫

され、全国的に取引されています。見渡

すばかりの淡く白い花の様子は、写真

の撮影スポットとしても人気がありま

す。 

 

■開催日 平成 26年 9月 7日(日) 

 

■参加費 500 円(保険料含む・鉄道運

賃別)  

 

■募集定員 30 名(定員になり次第締

切となります)  

 

 詳しい日程、コースなどはこちらを

ご覧下さい。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=962 

 

 

 ●秋の青空の下でサイクリングを楽しもう！ 

  第 11回 錦秋の会津田島～西若松サイクルトレイン 

  

  

 秋の青空の下、会津鉄道を使ってサ

イクリングを楽しみませんか。サイク

リングのコースは会津田島駅から西若

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p962_01.pdf


 

 

 

 
 

松駅までの約 62kmの山あり渓谷ありの

変化に富んだコースを走ります。また、

西若松駅から会津田島駅までの片道は

列車に自転車を積んで移動しまので、

車窓からの風景も楽しんで頂けます。 

 

■開催日 平成 26年 9月 27日(日) 

 

■参加費 1,500円 

  (保険料含む・鉄道運賃込)  

 

■募集定員 30 名(定員になり次第締

切となります)  

 

 詳しい日程、コースなどはこちらを

ご覧下さい。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=882 
 

 

●おすすめ情報 

 ●旅の思い出写真を気軽に飾ろう！ 

   車両マグネット＆スティックマグネット販売中！ 

 

 

 

 

 
 

 

 

【旅の思い出写真を飾ろう】 

  

 会津鉄道を走るカラフルな車両をデ

ザインしたマグネットのご案内です。 

 車両マグネットは AIZUマウントエク

スプレスに使用されているＡＴ７００

形、ご当地キャラクタのラッピングを

施したＡＴ５５２、トロッコ車両のＡ

Ｔ３５１の３種類です。 

 スティックマグネット２０は長さが

約２０センチあり、Ａ４用紙を留める

のにちょうどよいサイズになっていま

す。価格は車両マグネットが各３５０

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p882_01.pdf
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円、スティックマグネット２０が４５

０円です。 

 是非、旅の記念やお土産品などにご

利用下さい。 

 
 

 ●トンネルシアターに新作アニメーション登場！ 

   ９月～１１月 お座トロ展望列車運行案内 

 

 

 

 

 

 

 「トンネルがまるで映画館」のキャッチ

フレーズでおなじみのお座トロ展望列

車」トンネルシアターに新作アニメーシ

ョンが登場しました。   

 秋の行楽には是非「お座トロ展望列車」

をご利用下さい。 

 ■運行日： 

  平成 26年 9月 7日（日）から 

  平成 26年 10月 5日（日）までの 

   土、日、祝祭日と 

  平成 26年 10月 11日（土）から 

  平成 26年 11月 24日（月）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。 

 

 第２回トンネルシアターアニメーショ

ンコンテスト入賞作品はこちらからご覧

頂けます。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=964 

 

 
詳しくはこちらをご覧ください 

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

 
 

  

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140831/image005.pdf


 ●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 

 【世界遺産日光＆鬼怒川温泉に行こう！ 

   会津・日光フリーきっぷのご案内】 

 

 

 

 

 

 

 「会津発日光行きの旅」 

  

 AIZU マウントエクスプレス号は会津若

松駅から東武日光駅まで毎日１往復、会

津若松駅から鬼怒川温泉駅までを毎日２

往復運行しております。この列車を使っ

て世界遺産日光や鬼怒川温泉への旅に出

かけませんか。「会津・日光フリーきっぷ」

を使うと西若松駅から東武日光駅間が乗

り降り自由になります。しかも普通乗車

券で往復するよりも 1,540 円（西若松駅

発着）お得です。秋の行楽に是非お使いく

ださい。 

 会津・日光フリーきっぷ 

  若松エリア 5,060円 

 （乗車区間 西若松～東武日光）  

  南会津エリア 4,120円 

 （乗車区間 湯野上温泉～東武日光） 

 

 詳しくはこちらをご覧ください。 

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

 ●「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！ 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 ●楽しい沿線マップあります！  ●会津鉄道情報版 第６号 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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 [西会津町] 

 ●歴史浪漫が香る城下町 

 

  

 福島県と新潟県の県境に位置する西

会津町は、会津の西の玄関口として、古

い歴史と美しい自然に恵まれた町で

す。町内にある大山祇神社では、「一生

に一度、なじょな（どんな）願いもきき

なさる」山の神様として、県内外から多

くの参拝者が訪れてます。また、会津こ

ろり三観音のひとつ「鳥追観音」もあ

り、会津の霊場「信仰の里」でもありま

す。 

  町を代表するうまいものに「味噌

ラーメン」があります。地元で収穫され

た“ミネラル野菜”や西会津の山の幸で

ある“椎茸”や“きくらげ”をたっぷり

使いコクのあるお味噌で仕上げた一杯

です。 

 是非、「大自然に包まれた癒しの里・

西会津町」へおいでください。 

 

 ・第９回 西会津フォルクス 

        ワーゲン大集合 

  開催日時／ 

   平成 26年 9月 28日（日） 

   10:00～15:00 

 

 

 

 

  

●初夏にはおとめゆり（ひめさゆり）が可

憐な花を咲かせます。 

 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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  会場／西会津町さゆり公園 

 

 ニュービートルやポルシェ 356 な

ど、フォルクスワーゲンの名車が大集

合！会場ではフリーマーケットやトラ

イアルバイクショー、ラジコン、ペダル

カーコーナーなど楽しいイベントも盛

りだくさん。ご家族や友人と初秋の西

会津町へ遊びにでかけましょう。 

 

 お問い合わせ 

  西会津町振興公社 

  TEL 0241-45-2025 

  詳しくはこちらから 

 ⇒ http://www.lotosinn.com/event/event.html 
 

 ●シャキシャキ野菜と深いコクが自慢の「会津野沢宿 味噌ラーメン」 

 

 

 今、会津で大注目のご当地ラーメン

「会津野沢宿 味噌ラーメン」のご紹

介です。  

 今回はその中から「えちご家」さんを

ご紹介します。 

 えちご家さんの味噌ラーメンにも玉

ねぎ、もやし、にら、にんじんなどと豚

のひき肉が入っています。 麺はやや太

めのストレート麺で野菜の旨みを含ん

だスープをバランス良く絡め、もちも

ちとした食感が野菜のシャキシャキし

た歯触りにいいアクセントを添えてい

ます。 

 肝心の味噌は２種類をブレンドして

おり野菜の持っている甘みをより引き

立たせているような感じがします。 

 寒い季節はもちろん、暑い夏のスタ

ミナ源に是非「会津野沢宿 味噌ラー

メン」をお試しください。 

 

 

 

 

  

●深いコクのスープにたっぷりの野

菜。これは食べるしかないです！ 

  

 

 

 

  

●もっちもち麺とシャキシャキ野菜が

美味いんです！ 
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 ■お問い合わせ 

  えちご家 

⇒ http://www.nozawa-miso.com/echigoya.html 

  ・営業時間 11：00～15：00 

       17：00～20：00 

  ・定休日 木曜日 

  ・住所、電話番号 

   福島県耶麻郡西会津町野沢 

   上原乙 2431-1 

   TEL：0241-45-3248 
 

 

［編集後記］ 

 猛暑の夏も一段落し、夜には涼しげな虫の音が響く季節になりました。美しい秋の訪

れは、会津地方に美味しい実りを届けてくれます。新米や新そば、季節のフルーツなど

を味わいながら会津を旅してみませんか？ 
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