
 

 会津鉄道メールマガジン 平成 26年 9月 30日号 Vol145 

 秋晴れのもと、会津各地では黄金に色付いた稲穂を揺らしながらの稲刈りが行われ、

いよいよ秋本番といった感じになってきました。まもなく南会津の山々からも紅葉の便

りが届きそうです。１０月には鉄道の日があり会津鉄道でも記念イベントが開催されま

す。紅葉、鉄道イベントなど楽しい会津へ足をお運びください。 

 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 

 ●１０月、鉄道の日を記念したイベントに参加しませんか？ 

 

 

 

 

 
 

 

  

 ★西若松駅秋まつり  

  フリーマーケット 

  

 西若松駅東口広場にてフリーマーケ

ットを開催いたします。ミニ SLや鉄道

模型 Nゲージ＆プラレールも走ります。

JR 只見線応援パネル展や若松市内の園

児達の絵画コーナー、販売ブースもご

ざいますので、是非ご家族お揃いでお

越し下さい。 

 

 ■開催日時 

  10月 4日（土） 

  10:00～15:00 

 ■場所 

  西若松駅東口広場 

 ■内容 

  フリーマーケット 

  ミニ SL運行 

  鉄道模型 Nゲージ＆プラレール 

  JR只見線応援パネル展 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p968_01.pdf


  幼稚園児絵画展 

  バス乗車体験コーナー 

  会津鉄道グッズ販売・出店  

  

 詳しくは、こちらをご覧ください。 

  ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=968 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 ★運転体験ハッピートレイン 

  

 会津鉄道で運転士、車掌体験をして

みませか。専門的な特別講習（運転講

座、車両講座）を受講いただき、会津田

島駅構内で車両を運転します。（運転士

として 2往復、車掌として 2往復） 

 小学校 4 年生以上（階段の乗降など

があります）であればご参加頂けます

ので、ご家族、職場、子供会などでのご

旅行などにご利用ください。 

 

 ■開催日 

  10月 4日（土） 

  11月 8日（土） 

 ■場所 

  会津田島駅構内 

 ■参加費用 

  運転体験参加者 7,500円 

  付き添い参加者 2,500円 

 詳しくは、こちらをご覧ください。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=840 

  

 

 

  

  

 ★線路の保線体験 

  

 会津鉄道で線路の保線体験をしてみ

ませんか。 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p840_01.pdf


 

 

 

 
 

 実際に、枕木を交換して、犬釘を打

ち、タイタンパー（※）を使用して線路

の保守をします。 

 全国的にも珍しいイベントですの

で、ぜひ皆さまふるってご参加くださ

い！ 

 ※タイタンパーとは、線路下の砂利

に振動を与えて、突き固めをする保線

用具です。 

 

 ■開催日 

  10月 18日（土） 

   ※芋煮会も開催します！ 

  11月 15日（土） 

 ■場所 

  会津田島駅構内 

 ■参加費用 

  5,000円 

  

 詳しくは、こちらをご覧ください。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=919 

  
 

 

●おすすめ情報 

 ●紅葉と列車を撮影しよう！ ～前編～ 

 

  

 会津鉄道には路線に並行して流れる大川（阿賀川）をはじめ、大小沢山の橋りょうが

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p919_01.pdf


あります。これから紅葉の季節を迎え一段と美しさを増します。今回から２回にわたり

オススメの紅葉撮影スポットをご紹介します。是非、この機会に列車と紅葉の写真撮影

をお楽しみください。なお現地で撮影を行う場合には、線路内の立ち入り、沿線にお住

まいの方に迷惑のかからないようにマナーを守っていただくようご協力をお願いしま

す。 

 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=969 

 ●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。 

 平成２６年１１月２４日（月）まで開催しています。是非秋の行楽シーズンに紅葉と

ともにお楽しみ下さい。 

 

 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 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140815/image010.pdf


 ●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」 

 

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 

 紅葉列車撮影、ゆるキャラキーワードラリーなどにお使い下さい。 

  会津鉄道×コロプラ「全国乗り物コロカ制覇の旅」 

 

 

 

 

 

 

 会津鉄道では、携帯電話ゲーム「コロプ

ラ（コロニーな生活☆プラス）」の「全国

乗り物コロカ制覇の旅」とタイアップし

たお得な乗車券を発売しています。会津

線の西若松駅～会津高原尾瀬口駅が大人

3,000 円(平成 26 年 3 月 30 日発売まで）

で 2日間乗り放題！ 

 「全国乗り物コロカ制覇の旅」を楽しむ

のにオススメです。また、会津鉄道の全線

全駅乗りつぶしにも便利です。 

 是非、携帯電話「コロプラ」に参加して、

会津鉄道をご利用ください。 

 

 詳しくはこちらをご覧ください 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=865 

 

 
 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p865_04.pdf


 

 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」 

 

 

 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140915/image009.pdf 

 

 

 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140915/image010.pdf 
 

 ●「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７号 NEW 

 

 

 

 

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 

 ●新そばまつり情報！ 

  10月 12日～13日 南会津町『第６回南会津新そばまつり』 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=967 

  10月 18日～19日 喜多方市『第 11 回会津たかさと雷神新そばまつり』 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/pdf/20140905.pdf 

  10月 25日～26日 磐梯町『第 24回磐梯新そばまつり』 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/pdf/20140916.pdf 

 

●会津１７市町村マル得情報 from [金山町] 

 ●只見川と山々が織りなす自然豊かな町 

 

  

 金山町は福島県の西部に位置し山に

囲まれた自然豊かな町です。町内には

只見川が流れ、１０月中旬から１１月

初旬にかけて、美しい紅葉を見ること

ができます。また、川霧が発生すると、

幻想的な風景が広がります。町の特産

品には、皮が薄く甘みが強い「奥会津

金山赤カボチャ」があり、どら焼きや

 
 

 

 

     

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140930/image004.pdf


羊羹などのお菓子に使われたりしてい

ます。毎年、１０月下旬には手打ちソ

バなど奥会津のごちそうを集めた「奥

会津ごっつおまつり」が開催されます。 

 ぜひ、金山町に遊びにおいで下さい。 

 

 ・奥会津ごっつおまつり 

   

 金山町の秋の一大イベントで、町で

収穫された新そばやきのこ汁や赤カボ

チャを使った特産品など奥会津を代表

するごっつお（ごちそう）が楽しめる

イベントです。 

 

 開催日時／ 

  平成 26年 10 月 25日（土） 

        26日（日） 

  会場／ 

  金山町中川町民体育館 

   

 お問い合わせ 

  金山町産業課商工観光係 

  TEL 0241-54-5327 
 

 

 

 

  

●奥会津ごっつおまつりでは美味しい新

そばがガッツリ頂けます！ 

  

 

 ●これは貴重！山里に湧く「天然炭酸水」 

 

  

 金山町大塩地区の山中に天然炭酸水

の湧く井戸があります。国内でも飲用

の天然炭酸水が採取できるのは数カ所

しかなく、極めて貴重なものとなって

います。この炭酸水の歴史は古く、薬泉

（胃腸病に効く）として使われていた

記録が残っております。また、明治 38

年には海外への輸出も行われていまし

た。しかし山間部からの輸送が困難だ

ったため産業として根付くこと無く、

しばらくして途絶えてしまいました。

 
 

 

 

  ●天然炭酸水を気軽に楽しもう。   

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140930/image014.jpg
http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140930/image002.jpg


約 100年の年月を経て、平成 17年に天

然炭酸水「アクアイズ」として復活しま

した。昨今の炭酸水ブームもあり、首相

官邸でも「アクアイズ」が使われ国内外

の要人の喉を潤しました。 

 海外産の炭酸水は硬水なのに対し

て、この炭酸水は日本で普通に飲まれ

ている水と同じ軟水になっています。

また、人工的に炭酸ガスを添加した炭

酸水（お酒のサワーなど）よりも泡がき

め細かいのが特徴です。 

 奥会津の美味しい炭酸水を是非お試

し下さい。 

 

 ※下記のリンクより商品をお求め頂

けます。 

 

 ■お問い合わせ 

  株式会社ハーベス 

⇒ http://www.aizu-shinsui.net/aqaizu/ 

  ・住所、電話番号 

   大沼郡金山町大字大塩字 

   上ノ山 5298-3  

   TEL：048-830-0011 
 

 

 

 

  ●天然炭酸水が湧く井戸。   

 

 

［編集後記］ 

 秋の澄みきった青空が一面に広がるこの季節、会津盆地では頭を垂れた稲穂や、色付

いたフルーツがつぎつぎと収穫され、秋の味覚を楽しむ祭りやイベントが開かれます。

皆さんも会津で楽しい＆美味しい体験をしてみませんか。   

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