
 

 会津鉄道メールマガジン 平成 26年 9月 15日号 Vol144 

 朝晩には心地よい涼しい風が吹くようになり、耳を澄ませば虫たちが奏でる音色に秋

はすぐ近くまでやってきているように感じます。まもなく会津各地では、新米や新そば

など美味しい食のイベントが開催されます。この時期しかめぐれない、新そば味めぐり

はいかがでしょうか！ 

 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 

 ●紅葉の尾瀬を楽しもう！ 「秋の尾瀬ハイキング」 

 

 

 

 

 
 

 

  

 列車とバスを利用して秋の尾瀬にハ

イキングに出かけませんか！ 

 尾瀬へのハイキングは初夏、夏、秋の

３回開催しており多くのお客様にご参

加頂いている人気のハイキングです。

この機会に錦秋の尾瀬にお出かけしま

せんか！ 

  

・出発日 

  平成 26年 10月 11日（土） 

・集合・受付場所 

  会津鉄道 西若松駅 2F 

  午前 6時 45分集合 

  ※途中駅からも参加頂けます 

・旅行代金 （西若松駅発着） 

  大人 ５,５００円 

  小人 ５,０００円 

・募集人員 

  25名（最少催行人員１８名） 

 

・その他 
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 係員が同行します。 

 

 ●列車に乗って南会津の新そばを食べに行こう！ 

   「南会津新そばまつり・そば２食券付き往復割引乗車券」 

 

 

 

 

 

  

 会津鉄道を使って南会津新そばまつり

に出かけませんか？ 

 西若松駅から会津田島駅までの往復の

乗車券とそば２食分の食券がセットにな

ったお得なきっぷです。 

 ■第６回南会津新そばまつり 

  開催日  

   平成 26年 10月 12日(日)・ 

         13日(祝） 

  会 場 

   南会津町御蔵入交流館 

 ■名称 

  「第６回南会津新そばまつり 

  そば２食付き往復割引乗車券」 

 ■発売額 

  ２,９００円 

   （小児の設定はありません） 

 ■セット内容 

  ・西若松駅～会津田島駅 

         往復乗車券 

  ・そば２食券 

 ■発売箇所 

  会津鉄道西若松駅 

 ■有効期間 

  乗車日当日のみ有効 
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 ●まだまだ間に合う、秋のサイクリング企画 

  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

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。

途中の湯野上温泉駅では、とん汁の振

る舞いもあります。 

 

■開催日 平成 26年 9月 27日(土) 

 

■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 
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●おすすめ情報 

 ●会津・日光一直線。「ＡＩＺＵマウントエクスプレス」号に乗ろう！ 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=965 

 ●紅葉列車、出発進行！  

   お座トロ展望列車で楽しむ「会津の秋＆トンネルシアター」 

 

  

 「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 
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  ※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 

 

 「お座トロ展望列車」の運行など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 

 

 【首都圏から楽々アクセス。 

   「ゆったり会津東武フリーパス」で秋の会津を旅しよう！】 
 

 

 

 

 

 

 

 「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

ル、ＪＴＢなど 

■発売額 

 浅草から会津田島 
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  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 

 

 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 
 

 ●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 

 

 ●「列車で行く会津の旅」   ●「会津鉄道で行こう」  
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 ●「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/localsen_honpo 

 

 

 

 

 

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://www.aizutetsudo.jp/pdf/20140911.pdf 

 

  



●会津１７市町村マル得情報 from [湯川村] 

 ●会津地方有数の米どころ 

 

  

 湯川村は会津の「へそ」といわれる

ように、すり鉢状に広がる会津盆地の

ほぼ中央に位置し、北はラーメンで有

名な喜多方市、南に白虎隊・鶴ヶ城の

会津若松市に挟まれた村です。「好きで

す！この空 この米 この風土 みん

なで創るゆがわむら」をモットーに湯

川村に住んで良かったと実感できる村

づくりを目指しています。 

 農業が盛んな村で、地域柄夜昼の寒

暖差が大きいこと、土壌が粘土質であ

ることなどの条件が重なり、特にお米

は新潟魚沼産と同等以上の数値をはじ

き出しており、日本穀物検定協会の食

味ランキングにおいて１０年連続特Ａ

を受賞しております。 

 是非、湯川村においでになり美味し

いお米を味わって下さい。 

 

 ・湯川村新米祭 

   

 湯川村の美味しい新米を味わえるイ

ベント「湯川村新米祭」が開催されま

す。新米の試食や稲刈り体験などが予

定されています。 

 

 開催日時／ 

  平成 26年 10 月 12日（日） 

 会場／ 

  道の駅 あいづ 湯川・会津坂下 

  （平成 26年 10月 2日（木） 

          オープン） 

 お問い合わせ 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

●昨年の新米祭での稲刈り体験の様子で

す。青空の下で収穫の喜びを感じてみま

せんか！ 
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  湯川村産業文化祭実行委員会 

  TEL 0241-27-8840 

 

 ●湯川村産の美味しいお米を使った 

   ボリュームたっぷりのソースカツ重を召し上がれ！ 

 

 

 湯川村の美味しいお米を使った会津

ご当地グルメ「ソースカツ」がお得に頂

けるお店「お食事処 おおつか」さんの

ご紹介です。 

 柔らかさとジューシーさで人気のあ

る「三元豚」をサクッと揚げて、甘酸っ

ぱくフルーティな自家製ソースで仕上

げた「ソースカツ重」が自慢のお店で

す。どんぶり物などはどうしても下の

米がべチャべチャしがちですが、ここ

のお米は不思議なくらい米一粒一粒が

しっかり存在を主張し、ソースカツに

も負けない力強さを持っています。ボ

リュームたっぷりのソースカツ重を是

非ご賞味ください。 

 

 ■お問い合わせ 

  お食事処 おおつか 

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

  ・営業時間 11：00～15：00 

       17：00～ 

  ・定休日 水曜日 

  ・住所、電話番号 

   河沼郡湯川村大字佐野目字 

 

 

 

 

  

●お重からはみ出る程大きいカツがボ

リューム満点！ 

  

 

 

 

  

●厚さヨシ！肉汁ヨシ！これはもう食

べるしかない！！ 
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   舘ノ内甲２６－１ 

   TEL：0241-27-8866 

 

 

［編集後記］ 

 山の木々が紅葉に彩られる頃、会津では新米はもちろん、新そば、ナシ、ブドウ、キ

ノコなど秋の味覚がつぎつぎと登場してきます。皆さんも会津で楽しい＆美味しい体験

をしてみませんか。 
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