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 会津あかべぇ通信 Vol.48  
2010年9月30日発行 

会津盆地にも秋が訪れる9月末、郊外に広がる田んぼでは黄金色の稲穂がこうべ
を垂れ、稲刈り作業も始まりました。周囲の山もこれからどんどん秋色に染まっ
ていきます。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●うるしのくに会津でアートとであう『会津・漆の芸術祭』 
２）イベント情報●企画展『昭和村のからむしはなぜ美しい からむし畑』 
３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道 秋の最新情報！！ 
４）会津のいいモノ★セレクション●おらいのミニトマトジュース 
５）大内宿からラブレター●山形屋 
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●ふわふわ卵焼き 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題● 
うるしのくに会津でアートとであう『会津・漆の芸術祭』 
 
 会津は縄文時代の遥か昔から漆の文化を
守り育ててきた「うるしのくに」です。長い
歴史にみがかれた伝統の技をもつ会津の漆
職人と、新たな感性で漆の力を発見したアー
ティストたち約 100 組が、この秋、会津で出
会い、さまざまな表現のアート作品を作り上
げました。会場は会津若松市、喜多方市のま
ちなかを中心に、自然に囲まれた昭和村や三
島町まで様々。会場で繰り広げられる、パフ
ォーマンスや陶芸、染織、映像、文芸など新
しい漆の可能性をぜひご覧ください。 
 
お問い合わせ先／ 
会津・漆の芸術祭事務局（福島県立博物館）
TEL0242-28-6000 
[情報はこちら！] 
http://www.general-museum.fks.ed.jp/urushinogeijyutusai/top/top.html 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報●からむし工芸博物館10周年記念企画展 
 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『昭和村のからむしはなぜ美しい からむし畑』 

 
会期／平成 22 年 9 月 17 日（金）〜11 月 14 日（日） 
場所／からむし織の里内からむし工芸博物館 
 
 昭和村のからむしは、かつて生活を支える換金作物と
して盛んに栽培されてきました。昭和村は日本でも数少
ないからむし生産地のひとつ。村に伝わるからむしの生
産と苧引きの技術は国選定保存技術に、からむし織は福
島県指定重要無形文化財に認定されています。 
企画展では、歴史の深い昭和村のからむし栽培にスポ

ットをあて、先人たちがからむしをどれほど丁寧に栽培
し、良い根を守ってきたか、その美しさの理由を紹介し

ています。福島県歴史資料館（福島市）から、会津地方の農民の暮らしや年中行
事などが記された江戸時代の農業技術書「會津農書」も里帰り中です。この機会
にどうぞご覧ください。 
・入場料／大人 300 円 小人 150 円（団体割引有り） 
 
お問い合わせ先／からむし工芸博物館 TEL0241-58-1677 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道 秋の最新情報！！ 
  【会津鉄道からおすすめ情報をお届けします！】 

 
 
 
 
 
 

◎会津鉄道 秋の最新情報！！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=511 
 
◎9/22(水)～ 「第2回鴫山城まつり＆南会津新そばまつり」往復割引乗車券限定
発売 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=512 
 
◎9/16(木)～ コロプラ☆乗り放題きっぷ【コロカ付き】 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=396 
 
◎秋の会津 自転車エコツーリズム社会実験 
[情報はこちら！] 
http://www.pref.fukushima.jp/aizu/kensetsu/syakai/rentcycle.html 
 
◎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 
 
◎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 
 
◎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 
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◎10/17（日）～24（日） 養鱒公園駅限定！ 電動アシスト自転車を貸出します！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=455 
 
◎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 
 
◎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◎ 
            おらいのミニトマトジュース 
 
 【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 
 南会津町では、町民の皆さんが育てたミニトマ
ト「小鈴 SP」100％の無添加トマトジュース「お
らいのミニトマトジュース」を新発売。夏の太陽
の光と作り手の愛情をいっぱいうけて実った、ミ
ニトマトの自然な赤色と甘酸っぱさをそのまま
いかしたジュースは、さっぱりとして飲み口さわ
やか。南会津町民自慢の一品です。 
・180 ミリリットル入りビン…120 円 
・1 リットル入りビン…500 円 
 
お問い合わせ先／ 
南会津町農林課 TEL0241-62-6220 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 浅沼 弘志（山形屋） 
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
「焼きたてせんべい くってがんしょ」 

 『山形屋』の店先からは香ばしいしょうゆの香
りが漂い、手焼せんべい屋の雰囲気ですが食堂、
土産物、民宿も営んでおります。数多くある大内
宿の民家の中でも、“修復”が施された貴重な建造
物で、江戸宿場の面影を今に伝えています。 
 山形屋名物「十一（といち）そば」は、一升の
そば粉に一合のつなぎの割合で、「会津とんとんぶ
ち」と呼ばれる、打ちつけてのばす昔ながらの “そ

ばぶち”でコシのあるおいしいそばをお出ししてます。 
 また、今年７月からは新しい商品として「天然水のかき氷」をメニューに加え
ました。日光の湧き水を１月に自然に凍らせ、２月に切り出し、日光山奥の「氷
室」に保存した天然水の氷で、雪を食べているような柔らかく軽い食感が特徴で
す。口の中ですぐに溶け、頭にキーンとくる感じがしません。これから徐々に広
がっていくのを期待しています。 
 山形屋はこれからもお客様に楽しんでいただけるよう日々努力していきたいと
思います。大内宿にお越しの際にはぜひのぞいてみてください。 
 
◎定休日／不定休 
◎営業時間／８：００～１７：００ 
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 ・手焼せんべい…しょうゆ、みそ（じゅうねん、甘みそ、にんにく辛しみそ、 
  栃の実みそ等各種）40～50種類揃えております。 
 ・三ツ星蔵元天然水氷水…昔なつかしい氷水、厳選果蜜氷水、和み氷水、スペ 
  シャル氷水と種類豊富に取り揃えてございます。各500円～700円 
 ・もりそば…950円（税込）～ 
 ・つきたて栃の実もち…一人前600円 
 ・民宿（和室３部屋）…一泊二食 7,800円～9,500円（税込） 
  ※団体食事予約承ります。 
 
お問い合わせ先／山形屋 TEL0241-68-2932  FAX0241-68-2972 

 

    
 種類豊富な手焼せんべい    会津とんとんぶち    野いちご（練乳添え） 

 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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。 

 
●ふわふわ卵焼き 
 
[材 料]（4人分） 
米粉…大さじ2 
卵…4個 
だし汁…大さじ4  
砂糖…大さじ1 
塩…適宜 
 
 

 

［作り方］ 
①卵は軽く溶きほぐしておく。 
②米粉はだし汁と合わせておく。 
③①と②と砂糖、塩をよく混ぜ合わせて、フライパンに油をひき厚焼き玉子をつ
くる。 
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［ワンポイント］ 
米粉を入れた玉子液は、薄焼き玉子を作る際にも破けにくく、きれいに仕上がる
ので便利です。冷めてもふわふわの食感はそのまま。お弁当のおかずにおすすめ
の一品です。 
 

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

［編集後記］ 
紅葉の見頃はもうちょっと先ですが、会津の秋味が皆さんの訪れを待っています。
新そばやブドウ、天然キノコ、ナシ、赤カボチャなど美味しさいっぱいの会津地
方をぜひ旅してみませんか。 


