
 

 会津鉄道メールマガジン 平成 27年 6月 30日号 Vol163 

 会津鉄道では、鉄道に親しみ楽しんで頂く体験商品をご用意しております。本物の列

車を運転ができる運転体験や線路のレールの下に敷かれる枕木を新しいものに交換する

という線路保全体験、また乗車券の発売・改札、列車の見送り・駅巡回、清掃、販売業務

などなど駅業務を体験できる駅体験業務がございます。ぜひ皆さま、ふるってご参加く

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  

 ●会津鉄道で行く【大相撲九月場所両国国技館相撲観戦ツアー】 

 

 

 

 

 

 会津鉄道では、9 月 24 日（木）・25 日

（金）の 1泊 2日で「大相撲九月場所 両

国国技館相撲観戦ツアー」を開催いたし

ます。限定 24名様となりますので、お早

めにお申し込みください。 

 

■実施日 

平成 27年 9月 24日（木）～25日（金） 

 

■旅行代金 

  お一人様  39,500円 

【西若松駅発】【2名 1室】 

【添乗員同行】 

※1名 1室ご利用＋2,500円 

※会津田島駅発は、1,000円引き 

 

■募集人員 

  枡 C席 限定 24名様 

   （最少催行人員 20名様） 

 

 

 

http://www.aizutetsudo.jp/mag_img/150630/sumo.pdf


 

コースなど詳しくはこちらをご覧下さ

い。 

 

 

●おすすめ情報 

 ●駅体験業務「ネコ駅長が働く芦ノ牧温泉駅 

 

 

 

 

 

会津鉄道では、平成 27年 4月 1日～平成

28年 3月 31日までの土曜・日曜日を対象

に、会津若松市内にあります「芦ノ牧温泉

駅」で、駅業務の体験を実施しておりま

す。 

 

■開催日時 

平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日

までの土曜日・日曜日 限定。 

10：00～15：00まで 

※繁忙期、駅業務上受付できない場合が

あります 

 

■開催場所 

会津鉄道線内「芦ノ牧温泉駅」 

 

■体験内容 

乗車券の発売・改札・列車の見送り・駅販

売業務・駅巡回・清掃・その他駅に関わる

業務 

 

■体験内容 

乗車券の発売・改札・列車の見送り・駅販

売業務・駅巡回・清掃・その他駅に関わる

業務 

 

■応募資格 

小学生以上で健康な方  

 ※各日とも ２名様まで 

 

http://www.aizutetsudo.jp/mag_img/150630/sumo.pdf
http://www.aizutetsudo.jp/mag_img/150615/eki.pdf


 

■参加費用 

    8,000円 

 

【駅業務体験】はこちらから 

【運転体験】はこちらから 

【線路保全体験】はこちらから 

 

   ●普段は絶対に入ることの出来ない鉄道施設（鉄橋＋トンネル）を 

  散策します！ 

 

 

 

 

 

   普段は絶対に入ることのできない鉄

道施設（鉄橋＋トンネル）を散策します！

深沢橋梁と若郷湖の絶景を眺めるポイン

トを通ります。また、大川ダムのダムの中

を見学いたします！ 

 

 ■開催日 

  平成 27年 7月 26日（日） 

            8月 2日（日） 

 

 ■募集人数 

  各 40名様 

 

 ■集合場所・時間 

  西若松駅 午前 8:00～8:40受付 

 

 ■参加費 

  500円(保険料込み) 

※列車運賃は、自己負担となります 

   

 コースなど詳しくはこちらをご覧下さ

い。 

 

※人気商品です。お早めにお申し込みく

ださい！ 

 

 

http://www.aizutetsudo.jp/mag_img/150615/eki.pdf
http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p840_01.pdf
http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p919_01.pdf
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=878
http://www.aizutetsudo.jp/mag_img/150615/wakuwaku.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！ 

 

 ●お得なきっぷで会津を旅しよう！ゆったり会津東武フリーパス 

 

 

 

 

 

 

 「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 

  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
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=940
http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140430/image018.jpg


 

 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」 

     観光案内、イベント情報 

      南会津エリア（おいでよ南会津） 

      会津エリア全体（極上の会津） 

     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。 

 

   ・会津発着 浅草往復列車たびきっぷ、浅草宿泊パック、 

         会津・日光フリーきっぷ 

     観光案内、イベント情報 

      浅草・上野エリア（東京都台東区） 

      日光・鬼怒川エリア（日光観光協会） 

 

   ・会津鉄道内のお得な割引きっぷ 

   ・マイカー＆トレイン 回送サービス 

   ・駅から駅へ、お荷物運びます！「列車で！はこぶくん」 

 

 「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！ 

 ・公衆無線ＬＡＮ接続サービス「列車で Wifi」 

お得なきっぷ、便利なサービスはこちらもご覧ください 
 

 ●「絶景のローカル線で 

     会津へ行こう！」  
 ●「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 10号  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ●会津鉄道 FaceBook ページ 
 ●会津鉄道アテンダント FaceBook ペ

ージ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

    

 ●芦ノ牧温泉駅の『ばす駅長』＆『らぶ見習い駅員』の画像がいっぱい！ 

 

 

  

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/info/wp-content/uploads/p944_01.pdf
http://www.aizutetsudo.jp/pdf/aizutetsudo-joho.pdf
https://www.facebook.com/aizutetsudo
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http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=939


●会津１７市町村マル得情報 from [会津美里町][会津若松市] 

 ●白、紫、青、赤、黄など１５０種、１０万株のあやめが咲き乱れる 

  『あやめ祭り』開催中！ 

 

 

 

 

 

 7 月 5 日(日)まで伊佐須美神社あやめ

苑において、あやめ祭りが盛大に開催さ

れております。１５０種、１０万株のあや

めは伊佐須美神社との景観もぴったり

で、花の色も白、紫、青、赤、黄などとバ

ラエティに富み、楊貴妃・陽明門といった

品種の名花が多いのも自慢の一つです。 

 まつり期間中の土日には、野点茶会や

大正琴の演奏、ラテン系ダンスやハワイ

アンダンス等数多くのイベントが行われ

ます。その日によって、ステージイベント

は異なりますので何度も来てお楽しみい

ただけます。入場は無料ですので、是非、

皆様お誘い合わせのうえ、お越しくださ

い。 

 ■開催日時 

  平成 27年 6月 15日（月）～ 

      7月 5日（日） 

 ■会場 

  伊佐須美神社外苑 

 

 ■お問い合わせ 

  会津美里町 

   TEL 0241-56-4882 

 

 

 

  

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/150630/ayame3.pdf


 ●【第 5回 切り絵作品展＆はり絵/油絵展】開催中！ 

   会津鉄道 芦ノ牧温泉南駅下車して徒歩 1分 

 

 

 

 

 

 会津鉄道 芦ノ牧温泉南駅下車して徒

歩 1分のところに、ギャラリー青冬藏（そ

よごのくら）では年間をとおしていろい

ろな作品の展示会を実施しております。 

 今回は、【切り絵作品展＆はり絵 

/油絵展】です。入場は無料ですので 

是非、皆様お誘い合わせのうえ、お越しく

ださい。 

 

 ■開催日 

  平成 27年 7月 17日（金）～ 

      7月 27日（日） 

 ■会場 

  ギャラリー 

    青冬藏（そよごのくら） 

 ■ワークショップ 

 【楽しい手芸（ブローチ）教室】 

  平成 27年 7月 21日（火）開催 

 

 ■お問い合わせ 

  青冬藏（そよごのくら） 

  館主：大平 千惠子 

     TEL 090-6935-4684 

    会津若松市大戸町大川甲 400-3 

 

 

 

［編集後記] 

 会津鉄道では、平成 27年 7月 26日（日）と平成 27年 8月 2日(日)に通常では、絶

対に入ることのできない鉄道施設(深沢橋梁、桑原トンネル)を散策する「深沢鉄橋＆桑

原トンネルワクワクドキドキウォーキング」を実施致します。ご参加お待ちしておりま

す。 
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