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 会津あかべぇ通信 Vol.49  
2010年10月15日発行 

田んぼの稲刈りも一段落した頃、会津盆地の河川敷では秋の味覚を堪能する風
物詩「いも煮」を楽しむ人々の輪があちらこちらに広がります。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●お座トロ展望列車で「きたかた喜楽里博」に行こう！！ 

●秋色の喜多方を歩いてみませんか？「2010 長床ウォーク」 
２）イベント情報●味と技の逸品が集合！会津ブランドものづくりフェア開催 
３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道おすすめ、東京スカイツリーと周辺情報！！ 
４）会津のいい湯★セレクション●猪苗代アルカリ温泉［猪苗代町］ 
５）大内宿からラブレター●たまき屋 
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●フルーツチョコ団子 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題● 
お座トロ展望列車で「きたかた喜楽里博」に行こう！！ 
 
 会津鉄道では 11 月 13 日（土）・14日（日）
の二日間、お座トロ展望列車を喜多方まで乗り
入れます。  
「きたかた喜楽里博（平成 22 年 9 月 18 日（土）
～11 月 20 日（土）開催中）とタイアップした、
会津田島発「秋の愛・鉄 喜楽里号」と喜多方
発「乗ってみんべぇ号」の一日一往復のみの運
行となっております。お座トロ展望列車はこの
二日間が今年最後の運行となりますので、ぜひ
ご利用ください。   
また、会津鉄道ではこの二日間限定の喜多方を
巡るプランをご用意しました。 
●気軽に周遊バスプラン 
「秋の喜多方・長床めぐり」 
●ぷらっとまちなか散策プラン 
「゛喜楽里゛とっておきの蔵めぐり」「長床の七不思議を保存会の案内人と歩く」 
 団体様にも個人様にもぴったりのプランです。錦秋の長床大イチョウと喜多方
ラーメンをお楽しみください！ 
 
大変お得な特別料金もご用意しています。 
「きたかた喜楽里博」特別運賃！（秋の愛・鉄 喜楽里号のみ、喜多方駅まで） 
会津田島駅発 1,700 円 
湯野上温泉駅発 1,100 円 
芦ノ牧温泉駅発 700 円 
（こどもは半額） 
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◎運行日時  平成 22 年 11 月 13 日（土）・11月 14 日（日） 
       「秋の愛・鉄 喜楽里号／会津田島発 8：42～喜多方着 10：44」 
       「乗ってみんべぇ号／喜多方発 10：57～会津田島着 13：40」 
◎運   賃 トロッコ整理券 300 円＋乗車区間運賃（小人半額） 
◎販   売 トロッコ整理券は乗車日の一ヶ月前から会津鉄道 西若松・芦ノ牧
温泉・湯野上温泉・会津下郷・会津田島・会津高原尾瀬口の各駅とＪＲ東日本の
駅みどりの窓口・びゅうプラザ・ＪＴＢ・近畿日本ツーリスト・東武トラベル・
日本旅行各支店で発売いたします。 
 
お問い合わせ・お申込み／ 
会津鉄道旅行センター TEL0242-36-6162 FAX0242-26-9730 
 
［●臨時運行お座トロ展望列車喜多方乗り入れとタイアッププランの詳細はこちら］ 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=507 
［●お座トロ展望列車の詳細はこちら］ 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
［●きたかた喜楽里博／平成 22 年９月 18 日（土）～11 月 20 日（土）］ 
http://kirari.kitakata-kanko.jp/ 

 
 
秋色の喜多方を歩いてみませんか？「秋の喜多方 2010 長
床ウォーク」 
 
開催日／平成 22 年 11 月 20 日（土）受付 9：30〜 
 
 喜多方駅前をスタートし、秋の風景
を楽しみながら慶徳ふれあい館まで
の約８km を歩くウォーク大会が開催
されます。経由ポイント熊野神社・長
床では、大イチョウの落葉が黄色の絨
毯を広げる、喜多方一番の秋風景にで
あえるかも。 
ゴール後には豚汁の振る舞いやお

楽しみ抽選会も行われます。 
参加ご希望の方は下記までお問い

合わせのうえお申し込みください。 
 

◎申し込み受付期間・10月 15 日（金）〜11 月 18 日（木） 
 参加費・一般５００円 中学生以下３００円 未就学児無料 
 
お問い合わせ先／福島民友新聞社事業局 TEL024-523-1334 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報●味と技の逸品が集合！ 
      会津ブランドものづくりフェア2010開催 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
会期／平成 22 年 10 月 30 日（土）〜10 月 31 日（日） 
時間／10：00〜17：00※最終日は 16：00 まで 
場所／あいづドーム及び周辺 

 匠の技が光る会津漆器や奥会津編み組細工など、
会津伝統工芸品を展示・販売するフェスティバルが
開催されます。 
会場には、職人の技を間近に見学できる公開工房

や親子で楽しめる体験コーナーなど、ものづくりを
楽しむ企画がいっぱい！ 
食のコーナーでは、会津ブランド認定品を中心に

した会津地域の名物・名産品や、こだわり加工食品
が展示販売されます。 
皆さんも会津の良さを会場で確かめてみません

か？ 
 
お問い合わせ先／ 
会津ブランドものづくりフェア実行委員会事務局 
TEL0242-39-1252（会津若松市商工課） 

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

３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道おすすめ、 
東京スカイツリーと周辺情報！！ 

   【会津鉄道からおすすめ情報をお届けします！】 
 
 
 
 
 
 
 

 
◎会津鉄道おすすめ、東京スカイツリーと周辺情報！！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=131 
 
◎11/13（土）・14（日） お座トロ展望列車で「きたかた喜楽里博」に行こう！！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=507 
 
◎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 
 
◎10/20（水）、23（土） 紅葉の秋です 会津線で行く！ 駅からハイキング 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=509 
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◎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 
 
◎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」を限定発売中！ 
[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 
 
◎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 
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◎「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）会津のいい湯★セレクション◎猪苗代アルカリ温泉 
 【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】 
 

 紅葉進む磐梯山の裾野に広がる猪苗代町は、会津地域の中でも温泉が多く湧出
するエリア。国道 115 号からほど近い森の中に湧く「猪苗代アルカリ温泉」は、
肌にやさしい泉質のアルカリ性単純温泉。 
 日帰り入浴施設の「湯郷・布森山」では
木の香りに包まれる大浴場と、秋の爽やか
な風も楽しめる露天風呂の２つで、無色透
明のなめらかなお湯を楽しむことができ
ます。湯上がりには館内の食事処で季節の
メニューを堪能。 
家族で一日のんびりと過ごしたい方へ

おすすめの温泉です。 
 
お問い合わせ先／ 
湯郷・布森山 TEL0242-64-2811 
 
[情報はこちら！] http://www.yugo.co.jp/spa/nunomori/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 只浦 栄子（たまき屋） 
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
「コンセプトは、好きなものをおすすめするアンテナショップ」 

 大内宿にお嫁に来て会社勤めをしていました
が、平成19年に「お店」を始めてみました。民芸
品や工芸品が好きで、自分の感性に触れたものを
集めてお客様におすすめしています。会津の伝統
的な「起上がり小法師」は箸おきや根付けにもな
っています。黒いあかべこ（古代べこ）は作り手
の後継者がいない貴重な商品です。 
 会津本郷焼は、窯元の樹ノ音工房さんや彩里
（いろり）さんのほっとする雰囲気の器のほか、

地元下郷町の天翔窯の商品も販売しています。会津塗りも十二支箸やフォークな
どの小物を種類豊富に揃えており、ちょっとした会津のお土産にお求めやすくな
っています。 
 時には自分も楽しみながら、お客様に喜んでいただける情報を求め歩いていま
す。作家の方や、いいものをご存知の方、どんどんお知らせください。ここ大内
宿から私流の「会津」を発信して行ければうれしいです。 
 さて、大内宿の散策でちょっと一息休みたい時には、当店のソフトクリームは
いかがですか？地元ジャージー牛の新鮮な牛乳が材料です。秋とは言えども日中
はまだまだ暑い日もあるこの時期。冷え込んだ日には、あったかな会津美里町の
「つめっこ焼き」がおすすめ。具の種類も豊富で、ほっとする懐かしいお味です。 
 大内宿にお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。皆様のお話を聞けるのを
楽しみに、お店番のじいちゃん、ばあちゃんとお待ちしています。 
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◎定休日／不定休 
◎営業時間／9：00～17：00 
 ・起上がり小法師…小100円 中200円 大300円 
 ・ジャージー牛のソフトクリーム（小）………１本 250円 
 ・ジャージー牛のソフトクリーム……………1本 300円 
 ・ココアワッフルコーン…………………… １本 350円 
 ・ブルーベリーソースがけソフトクリーム… １本 350円 
 
お問い合わせ先／たまき屋 TEL・FAX0241-68-2925 
 

    
   起上がり小法師    ほっとする陶器たち   会津絵ろうそく 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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。 

 
●フルーツチョコ団子 
［材 料］（4人分） 
米粉…60g  
豆腐…30g 
イチゴまたはブルーベリー…中2個（20g） 
粒チョコ…適宜 

 
［作り方］ 
①豆腐、米粉、フルーツをよくこね、団子
にする。 
②①を平たく手のひらで押し、その上にチ
ョコレートをのせ、丸める。 
 
［ワンポイント］ 
果物に含まれる水分はそれぞれ異なります。団子の練り具合をみながら量を調整
してください。チョコレートの目安は団子1個に対し約1gです。出来上がったら冷
蔵庫で冷やしておくとよいでしょう。 
 

情報提供:会津若松市米粉利用促進連絡協議会 
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【お知らせ】 
次回から、「会津のお母さんたちがお教えする、かんたん米粉レシピ。」に替わ
って「ふるさとの味再発見！会津の郷土料理」がスタートします。お楽しみに！ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
会津にも待望の新そばの季節が到来しました。栽培地域や打ち方など各そば店が 
こだわりをもって打ち上げた風味豊かなそばを、ぜひ味わってみませんか？ 


