
 

 会津鉄道メールマガジン 平成 27年 1月 15日号 Vol152 

 新年あけましておめでとうございます。 

 今年は羊（ひつじ）年『群れをなす羊は家族の安泰を示しいつまでも平和に暮らすこ

と』を意味していると言われています。ご家族の絆を深めるため会津への家族旅行を計

画してみて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 

 ●平成２７年２月２１日（土）なかやま雪月火開催 

  割引切符を使ってなかやま雪月火に出かけよう！ 

 

 

 

 

 
 

 

 下郷町なかやま花の郷公園を中心

に、周辺の田園地帯で開催される「なか

やま雪月火」は約 2000本のろうそくが

灯される、美しい冬のイベントです。こ

の風景は【日本夜景遺産】登録されてい

ます。 

 会場ではさまざまなイベント等が開

催されます。 

 

■開催日 

 平成 27年 2月 21日（土） 

 16:30～ 

 運賃割引は開催日当日のみ有効です 

 

■会場 

 下郷町なかやま地区  

 湯野上温泉駅より車３０分 

 ※当日は湯野上温泉駅から会場まで

の無料シャトルバスを運行します 

 

■内容 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/141231/image004.pdf


 歳の神、各種模擬店 

 ろうそく点火（参加型なので、是非チ

ャッカマン等をお持ちになりご参加下

さい） 

 

■割引区間 

 湯野上温泉駅が乗降となる 

 会津鉄道線内（運賃３割引） 

 （西若松～会津高原尾瀬口間） 

 

■発売箇所 

 会津鉄道有人駅（西若松、芦ノ牧温

泉、湯野上温泉、会津下郷、会津田島、

会津高原尾瀬口計 6駅）及び車内。 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=358 

 
 

 

●おすすめ情報 

 ●伝統の会津塗商品販売中！ 

  会津鉄道オリジナル蒔絵オルゴール 

 

 

 

 

 
 

 

  

 つやつやの蓋に AIZUマウントエクス

プレス号と磐梯山をデザインした会津

鉄道オリジナル蒔絵オルゴールが出来

ました。会津の伝統工芸「会津塗」を生

かした製品となっております。旅の記

念や贈り物などに是非ご利用下さい。 

 ■発売場所 

  ・芦ノ牧温泉駅 

  ・湯野上温泉駅 

  ・会津田島駅 

 ■販売価格 

  5,000円（税込) 

 ■オルゴール曲目 
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  ・通常販売分 

  (1)～(3)のいづれか 

  (1)いい日旅立ち 

  (2)ありがとう 

  (3)世界にひとつだけの花 

  ・受注生産分 

  こちらのリストよりお好きな曲 

  目選択頂けます。 

 ⇒ http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/150115/image009.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 

 ●割引きっぷを使って雪遊びに出かけよう 

  平成 27 年 1月 24日（土）南会津町『雪ウォーク』開催！ 

 

 

 

 

 

 

 福島県南会津町で平成 27 年 1 月 24 日

（土）に会津鉄道沿線の会津山村道・奥会

津博物館周辺で、雪ウォークが開催され

ます。 

 会津鉄道では、このイベント参加者の

み有効の割引きっぷを発売します。 

 

■開催日 

 平成 27年 1月 24日（土） 

 運賃割引は片道は 1月 24日のみ有効、    

往復は 1月 24日、25日有効です。 

 

■会場 

 会津山村道場 奥会津博物館周辺 

 会津山村道場駅より徒歩１５分 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p102_01.pdf


 

■内容 

 雪ウォーク 

 雪山アニマルトラッキング 

 

■割引区間 

 会津山村道場駅が乗降となる 

 会津鉄道線内（運賃３割引） 

 （西若松～会津高原尾瀬口間） 

 

■発売箇所 

 会津鉄道有人駅（西若松、芦ノ牧温泉、

湯野上温泉、会津下郷、会津田島、会津高

原尾瀬口計 6駅）及び車内。 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=102 

 
 

 

 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 
 

 ●「列車で行く会津の旅」   ●「会津鉄道で行こう」 
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 ●楽しい沿線マップあります！  ●会津鉄道情報版 第８号  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

●会津鉄道 FaceBook ページ 

 ●会津鉄道沿線の鉄道風景やイベント情報などを発信します。 

 

https://www.facebook.com/aizutetsudo 

 

●会津鉄道アテンダント FaceBook ページ 

 ●会津・日光直通列車「AIZU マウントエクスプレス号」、「お座トロ展望列車」か

らの風景や車内の様子をご案内します。 

 

https://www.facebook.com/aizutetsudo.attendant 



 

●会津１７市町村マル得情報 from [冬のオススメ] 

 ●会津の冬まつりを楽しもう！ 

  冬の寒さを吹き飛ばすような情熱いっぱいの会津の冬まつりを紹介します。 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=936 

 ●ろうそくの光に浮かぶ幻想的な雪景色を満喫 

  「会津若松市 会津絵ろうそくまつり」 

 

 

 

 

 
 

 

 やわらかなろうそくの灯りが雪景色

の中に幻想的な世界を浮かび上がらせ

る「会津絵ろうそくまつり～ゆきほた

る」。メイン会場の御薬園や鶴ヶ城公園

では会津慶山焼や会津本郷焼の瓦燈、

竹筒、会津塗の燭台などに据えられた

ろうそくの火が灯され、ゆらめく光り

で周辺を幻想的に彩り、厳かな雰囲気

をかもし出します。 

 （会津絵ろうそくまつりサイト） 

⇒ http://www.aizu.com/erousoku/about.html 

 

 日時／平成 27年 2月 13日（金） 

          14日（土） 

    17:30～21:00 

 

 場所／会津若松市 鶴ヶ城・御薬園  

    他 市内各所 

 交通／会津鉄道西若松駅より 

    徒歩２０分 

 お問い合わせ先／ 

  会津まつり協会  

   TEL 0242-23-4141 
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 ●東北最大級の雪の祭典 

  「只見町 只見ふるさと雪祭り」 

 

 

 

 

 
 

 

  

 只見町を代表するイベントに、毎年

２月の第２土、日曜日に開催される東

北最大級の雪まつり「只見ふるさと雪

まつり」があります。大小さまざまなユ

ニークな雪像が並び、多くの出店が軒

を連ねます。メイン雪像は幅３５ｍ、高

さ２０ｍにも及び、雪の夜空に打ち上

がる花火はとても幻想的です。 

 

 日時／ 

  平成 27年 2月 14日（土） 

     ～ 2月 15日（日）  

 場所／ 

  JR只見線只見駅前特設会場 

 交通／ 

  JR只見線只見駅下車すぐ 

  会津鉄道会津田島駅下車 

  車で 90分 

  ※開催期間、会津田島駅より 

  雪祭り会場までの臨時直通バ 

  ス（要予約）が運行されます。 

   

 お問い合わせ先／ 

  只見ふるさとの雪まつり 

⇒ http://tadamisnowfes.com/ 

          実行委員会 

  TEL 0241-82-5240 
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 ●かやぶき集落の雪まつり  

  「下郷町 大内宿雪祭り」 

 

 

 

 

 
 

 

  

 江戸時代に栄えた宿場町の風情を今

に残す大内宿で、冬を楽しむ『大内宿雪

まつり』が催されます。 

14 日は団子さし・具止餅拾い・三志神

楽・きき酒大会などのほか、夜には雪灯

籠に火が灯された幻想的な雰囲気の中

で花火大会を開催。 

15 日は、わらじ履きでの雪上綱引き大

会や、時代風俗仮装大会の行列が宿場

の通りをにぎわせます。「見て・体験し

て・味わえる」会津の冬をぜひお楽しみ

ください。  

 

 日時／ 

  平成 27年 2月 14日（土） 

     ～ 2月 15日（日）  

 場所／ 

  下郷町大内宿 

 交通／ 

  会津鉄道湯野上温泉駅下車 

  車で 30分 

  ※当日は湯野上温泉駅から 

  会場までのシャトルバスの 

  運行があります。   

 お問い合わせ先／ 

  大内宿観光協会 

⇒ http://www.ouchi-juku.com/index.php?FrontPage 

  TEL 0241-68-3611 

 

 
 

 

  

http://www.aizutetsudo.jp/pdf/20141119.pdf


［編集後記］ 

 新年を迎え真っ白な雪化粧をまとった会津各地では、寒さがひときわ厳しくなる２月

にかけて、雪に親しむ冬まつりが目白押しです。伝統行事や雪まつり、B級グルメの味

比べなど様々なイベントも開催されます。会津鉄道に乗って美味しい・楽しい冬の会津

路を旅してみませんか？ 
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