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 会津あかべぇ通信 Vol.46  
2010年8月31日発行 

夏の盛りも過ぎ、草むらからは秋虫の声が聞こえてくるようになりました。会
津あかべぇ通信では15日と月末の毎月２回、会津のホットな話題をお届けしてま
いりますので、どうぞお見逃しなく！ 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 
１） 知っ得！話題●会津の 1000 万年前を知る化石ミュージアムがオープン！ 
２）イベント情報●華やかな藩公行列が練り歩く「会津まつり」開催 
３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道主催サイクリング情報ピックアップ！ 
４）会津のいいモノ★セレクション●山ぶどう皮の編組ストラップ 
５）大内宿からラブレター●本家叶屋 
６）会津のお母さんたちがお教えする、かんたん米粉レシピ●白菜とひき肉の水餃子 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題●会津の 1000 万年前を知る化石ミュー
ジアムがオープン！ 
 
 山国会津が昔は海の中だったことはご存知ですか？喜多方市高郷町にある
1000〜800 万年前の地層からは、クジラやカイギュウといった海生ほ乳類の化石
が出土するなど、かつて海だった頃の名残が見つかっています。 
 そんな高郷町に今年 7月「カイギュ
ウランドたかさと」がオープン！世界
的にも珍しいアイヅタカサトカイギ
ュウや、昨年発見されたヒゲクジラ類
ナガスクジラ科の化石のほか、これま
での出土品や地層を 4 つのゾーンで
展示紹介。化石発掘体験（事前予約
制・300 円）もできます。化石が教え
てくれる古代の会津を学んでみませ
んか？ 
 
◎開館記念企画展［ダイカイギュウの進化を探る］開催中〜11 月 30 日（火） 
 観覧料：一般 200 円、小中学生 100 円 
 
お問い合わせ先／カイギュウランドたかさと TEL0241-44-2024 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報● 
  華やかな藩公行列が練り歩く「会津まつり」開催 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『会津まつり』 
 
日時／平成 22 年 9 月 22 日（水）〜24 日（金） 
場所／鶴ヶ城ほか、会津若松市内 
 

 9 月 22 日から 24 日の 3日間、会津若松市内及
び鶴ヶ城を舞台に、秋の一大イベント「会津ま
つり」が催されます。多くの見物客で路沿いが
賑わうメインイベント「会津藩公行列」では、
鶴ヶ城本丸を舞台にした出陣式から始まり、市
内の目抜き通りを会津藩政時代の華やかな衣装
に身を包んだ隊列が練り歩きます。行列の途中
で披露される殺陣や演舞も見どころの一つ。夜
には民謡会津

磐梯山の歌とお囃子に合わせた踊りの輪も広が
ります。会津の歴史と文化を身近に体感する秋
の 3日間をぜひお楽しみ下さい。 
 
◎22 日 提灯行列 18 時〜、会津磐梯山踊り    
19 時〜20 時 45 分 
◎23 日 先人感謝祭 8時 40 分〜、会津藩公行
列出陣式 9時 15 分〜、会津磐梯山踊り 19時〜20
時 45 分 
◎24 日 日新館童子行列・鼓笛隊パレード 10時〜 

 

お問い合わせ先／会津若松観光物産協会 TEL0242-24-3000 
［情報はこちら！］http://www.aizukanko.com 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

３）会津鉄道からおすすめ情報● 
会津鉄道主催サイクリング情報ピックアップ！ 

【会津鉄道からおすすめ情報をお届けします！】 
 
 
 
 
 
 

◎会津鉄道主催サイクリング情報ピックアップ！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=379 
 
◎9/23（木） 会津まつり のらんしょ仮装列車運行！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=343 
 
◎第3回あいづコストレ9月25日・26日開催決定！参加者募集中！ 
[情報はこちら！] http://www.costrain.com/ 
 
◎通学スタイルにあわせた通学片道定期券、新発売！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=726 
 
◎7/1（木） 【会津鉄道＆レトロバス「猿游号」で行く大内宿 共通割引きっぷ】発
売！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95 
 
◎ちょっとお得！浅草宿泊パック 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=777 
 
◎リーズナブルにゆったりと「東武フリーパス」で会津を周遊。 
[情報はこちら！] http://www.tobu.co.jp/riding/docs_tobu/c01.html 
 
◎8月～11月 ～駅から観光タクシーで巡る～ 南会津へぶらり旅  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=97 
 
◎芦ノ牧温泉駅でもできるニャー！ 駅 de LIVE 参加者募集！！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=100 
 
◎2010歳時記の里～奥会津をめぐる自転車ツアー 
[情報はこちら！] http://www.bicycle-eyes.com/aizu_railway/cycling793.html 
 
◎缶バッチラリースタート！缶バッチ３個集めると、会津鉄道オリジナルグッズをプ
レゼント！！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=17 
 
◎らくらく♪スイスイ♪電動アシスト自転車 参加者募集！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=94 
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◎6月18日より、「新型車両運行記念切手」を限定発売します！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=539 
 
◎みんなでつくるフォトギャラリーキハ8500形写真募集中！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=378 
 
◎列車車窓・駅からのフォトコンテスト春、受賞作品発表！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=377 
 
◎10/24(日)錦秋の田島-若松サイクルトレイン開催！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=787 
 
◎どんどん成長してる！東京スカイツリー情報！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=536 
 
◎「サイクルトレイン」始めました!受入台数4台限定！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=124 
 
◎4/1から湯野上温泉郷 猿游号がより便利になりました！！ 
[情報はこちら！] http://london-taxi.jp/t_saruyugo/ 
 
◎トロッコ会津浪漫風号乗車で「富士の湯」無料入浴券がもらえます！！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=788 
 
◎引退記念！キハ8500ストラップ・さよなら記念乗車券限定販売中！！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=139 
 
◎週末は列車の旅でリフレッシュ！「ウィークエンドパス」 
[情報はこちら！] http://www.jreast.co.jp/tabidoki/service/twoday/ 
 
◎会津鉄道サポーターズクラブ会員募集中！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=438 
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 ～「ばす駅長デザイントロッコ車両」運行開始記念新商品のご案内～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 珠玉のメッセージ入り「ポストカードブック12枚セット」(840円）、売り切れちゃっ
たのでまた作りました！「ばすの1日」DVD(30分感謝価格盤1500円））、ニャスカナスカ
の「ばすのウタ」CD（1000円）は、会津鉄道オリジナルグッズ「ばすの店」・西若松駅・
芦ノ牧温泉駅・湯野上温泉駅・会津田島駅内やまびこの他、会津若松市内の各書店（(株）
岩瀬書店会津若松駅前店・西沢書店(株）会津アピオ店・坂内書店(有）・ブックスなに
わ会津若松本店・レオクラブツタヤ年貢店・レオクラブツタヤ会津アピオ店・レオク
ラブツタヤ滝沢店・レオクラブツタヤ神明通り店）でお求めいただけます。 
 
◎会津鉄道オリジナルグッズばすの店！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/shop2/index.php 

 
 
 
 

 
◎ばす駅長プロモーションビデオ完成！！ 
[プロモーションビデオはこちら!] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=30 
 
◎ばす駅長ニュース！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=22 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

４）会津のいいモノ★セレクション◎ 
            山ぶどう皮の編組ストラップ 
  
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 

  
奥会津地方の山に育ったぶどう蔓の
皮を使って、一目ずつしっかりと編み上
げた手仕事の逸品。植物本来の色とぬく
もりのある風合いのストラップは、携帯
はもちろん、秋のおでかけバッグのポイ
ントとしてもぴったりです。 
その他にもペンダントやポーチとい
ったおしゃれ小物から、使う人の手にし
っくりとなじむ手提げバッグなど種類
もいろいろ。どれも天然素材を使った手
づくりの一点ものです。 
 
 

お問い合わせ先／奥会津歳時記市場 TEL0242-28-4474 ※毎週木曜定休 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 阿部 公一（本家叶屋） 
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
「『結い』の心でふるさとを守りたい。」 

 大内宿が今に残ったのは「結い」という村人の助
け合いの制度があったからです。その代表が大内宿
の町並み景観に象徴される屋根の茅葺き作業です。
私も大内宿の文化を守りたいと言う思いから先輩
に茅葺きの技術を学びました。ほかにも、ふるさと
に戻ってきた若手の仲間が 15 名ほどいます。 
 さて、叶屋はちりめん素材の手づくり雑貨を中心
に販売しています。メインとなる「飾りお手玉」は

野菜、くだものから動物、起き上がり小法師、かえる、金魚と種類も豊富にあり、
全てオリジナルデザインです。色鮮やかな店先に足を止めて、手に取ってくださ
るお客様も多くいらっしゃいます。皆様も大内宿の旅の思い出に叶屋のちりめん
雑貨はいかがでしょうか？他にも漬物や山ブドウのつるで作った民芸品など、ゆ
っくり見て行ってくださればと思います。 
 紅葉シーズンには道路が渋滞し混雑する大内宿ですが、国道 121 号線を湯野上
温泉駅付近から西へ大沢地区方面に進み、中山地区経由で大内宿へ向かうコース
なら比較的渋滞もなくスムーズです。大型バスは通れませんが、里山の風景を楽
しみながらぜひお越しください。 
 
◎定休日 不定休 
◎営業時間 8：00～17：00 
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 ・飾りお手玉 1 個 420 円～ ※2個以上お買上でカゴを差上げます。 
 ・大内宿赤べこ 1個 530 円～ 
 ・大内宿 結いの証（ゆいのあかし）お守り 1個 420 円 
 
お問い合わせ先／本家叶屋 TEL・FAX0241-68-2954 
 

    
  大内宿赤べこ・福うさぎ   結いの証お守り    飾りお手玉各種 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

6）会津のお母さんたちがお教えする、かんたん米粉レシピ。 
【国内生産のお米からできる「米粉」をつかった気軽で美味しいレシピをご紹介！】 
 
◎米粉の５つの特徴 
・米粉はグルテンを含まないので、小麦アレルギーの方向けのメニューづくりに。 
・精白米にはアミノ酸が小麦の1.7倍多く含まれています。 
・天ぷらの衣に使うとカラッと揚がり、油を吸いにくいのでカロリーも抑えられます。 
・お菓子の生地をつくるときにかき混ぜすぎても、ふっくら仕上がります。 
・水で溶くだけでとろみがつくので、ホワイトソースならバターで炒めなくてもOK。 

 
●白菜とひき肉の水餃子 

［材 料］（12個分） 
〈皮〉   〈A〉 
米粉…200g  塩…小さじ1/4 
塩…少々  酒…小さじ1 
熱湯…200㎖  醤油…小さじ1 
   鶏だしの素…小さじ1/4 
〈具〉   こしょう…少々 
豚ひき肉…100g ごま油…小さじ1 
白菜…200g 
万能ネギ…30g 
しょうが…少々 
にんにく…1片 

 

［作り方］ 
①大きめのボールに米粉と塩を入れ、熱湯を加えて、まとまるまでよくこねる。
その後、ぬれ布巾をかぶせ20～30分ねかせる。 
②白菜は細切りにし、多めの塩（分量外）でもみ、水分を出す。軽く水洗いして
しっかり絞る。万能ネギ・しょうが・にんにくをみじん切りにする。 
③ボールに豚ひき肉を入れて〈A〉を順に混ぜ込んだら、②をまぜ12等分にしてお
く。 
④①をもう一度こね、半分に分け、打ち粉をして細長い棒状にのばし、一本を12
等分に切る。切り口を上にして粉をつけた手のひらで押し、丸く平らにする。麺
棒の端を使い、回しながら伸ばして皮をつくる。 
⑤12等分しておいた具を包む。 
⑥⑤を熱湯に入れ４～5 分茹でる。途中で浮いてきたら裏返しながらふっくらツ
ヤがでるまで茹でる。器に盛り、お好みで酢と醤油のつけタレを添える。 
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［ワンポイント］ 
つけタレには醤油や酢、ラー油などをお好みで。具材を変えたり、季節の野菜を
たっぷり使ったスープに入れてスープ餃子にするなど、いろいろな味のバリエー
ションも楽しめます。 
 

情報提供:会津若松市米粉利用促進連絡協議会 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
ローカル線にのんびり揺られながら行く会津路には、地元ならではの季節の味わ
いや素敵な風景が皆さんの訪れを待っています。紅葉シーズンは 9月下旬から 11
月上旬。錦秋の会津地方をぜひ旅してみませんか。 


