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 会津あかべぇ通信 Vol.54  
2010年12月31日発行 

四季折々のイベントで賑わった2010年の会津をお楽しみ頂けましたか？2011年
も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●会津鉄道 ありがとう「乗っ得」ポイントキャンペーン実施！ 

●道の駅・喜多の郷に新メニュー「はな天サンド」登場 
２）イベント情報●7000 本のろうそくが会津の冬を照らす 
                 『会津絵ろうそくまつり〜ゆきほたる〜』 
３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道沿線 冬の情報ピックアップ！！ 
４）会津のいいモノ★セレクション●首振り招福卯［西会津町］ 
５）大内宿からラブレター●分家えびす屋 
６）会津の郷土料理●こづゆ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題－１● 
会津鉄道 ありがとう「乗っ得」ポイントキャンペーン実施！ 
 

 会津鉄道では日頃より会津鉄道をご利用
いただいているお客様に感謝の気持ちをこ
めまして、平成 23 年１月１日より「会津鉄
道 ありがとう『乗っ得』ポイントキャンペ
ーン」を実施します。 
 会津鉄道ご利用のお客様を対象に、乗車券
類購入金額に応じてポイントを押印し、一定
の個数を集めれば会津鉄道オリジナル商品
を含むプレゼントがもらえます。 
 
実施期間／平成 23 年１月１日～平成 23 年
12 月 31 日までの１年間 
 
内容／会津鉄道線区内を 1,000 円以上ご利
用いただいたお客様にポイントを押印しま
す。（端数は切捨て） 
    ※ポイントカードをご持参された
方に限ります。 

 
ポイント取扱い箇所／会津鉄道有人駅の６駅窓口（西若松駅・芦ノ牧温泉駅・湯
野上温泉駅・会津下郷駅・会津田島駅・会津高原尾瀬口駅）及び会津鉄道車掌 
 
ポイントカード引渡し箇所／会津鉄道有人駅の６駅窓口（西若松駅・芦ノ牧温泉
駅・湯野上温泉駅・会津下郷駅・会津田島駅・会津高原尾瀬口駅）及び会津鉄道
車掌からお受け取り下さい。 
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プレゼント内容／20 ポイント…BOX ティッシュ 
          60 ポイント…会津鉄道オリジナルブックカバー 
                又は 500 円商品券（ヨークベニマル） 
          100 ポイント…1,000 円商品券（ヨークベニマル） 
 
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 TEL02421-28-5886 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=795 
 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）知っ得！話題－２● 
道の駅・喜多の郷に新メニュー「はな天サンド」登場 
 
 喜多方市の B 級グルメ「ラーメンバーガ
ー」で知られる道の駅・喜多の郷に新メニュ
ー『はな天サンド』（250 円）が登場！地元
パン店のふんわりした丸い食パンに、サクサ
クのかき揚げをサンド。甘辛ソースとの相性
も抜群で、お子さんから年配の方まで、ただ
いま人気上昇中のご当地和風サンドウィッ
チです。 
敷地内にある日帰り温泉施設「蔵の湯」の軽食コーナにて販売。お湯自慢の温

泉と、新しい喜多方の味をぜひお楽しみください。 
 

お問い合わせ先／喜多方市ふるさと振興株式会社 TEL0241-21-1139 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報●7000本のろうそくが会津の冬を照らす 
『会津絵ろうそくまつり〜ゆきほたる〜』 
 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
開催日時／平成 23 年 2月 11 日（金）・12 日（土）午後 5時 30 分〜午後 9時 
メイン会場／会津若松市 鶴ヶ城・御薬園 

  
 約 7000 本のろうそくのあかりが、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
塗の燭台に据えられたろうそくに火が灯さ
れます。 
ゆらめく光りが幻想的な空間を彩り、厳

かな雰囲気を演出。 
幽玄の世界にただよう会津の冬景色をぜひ御覧下さい。 
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◎同時開催 
「会津庄助さん新酒まつり」 
会場：鶴ヶ城会館 2F 午後 5時〜午後 8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.aizu.com/erousoku/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道沿線 冬の情報ピックアップ！！ 

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

会津鉄道沿線 冬の情報ピックアップ！！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=525 
 
 

 
 
●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 
 
●平成22年度運賃助成制度 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=519 
 
●11/20（土）中学生応援きっぷ、新発売！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=422 
 
●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 
 
●12/1（水）～コロプラ☆乗り放題きっぷ感謝キャンペーン 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=164 
 
●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/ 
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●1/8～3/5 会津鉄道 ほろ酔い列車運行！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=367 
 
●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 
 
●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 
 
 

 
 
●会津鉄道ありがとう乗っ得ポイントキャンペーン実施！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=795 
 
●車窓・駅からのフォトコンテスト2010秋、受賞作品発表！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=12 
 
●会津鉄道 キハ8500系 「ＡＩＺＵマウントエクスプレス号」 4両 お譲りします。!   
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=806 
 
●会津鉄道オリジナル弁当第２弾「ソースカツ丼弁当」販売！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=560 
 
●会津鉄道イベントカレンダーが出来ました！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=504 
 
●ゆるキャラコンテスト結果発表！！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=91 
 
●缶バッチラリー2010は、10月24日で終了しました。たくさんのご参加ありがとうご
ざいました。 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=524 
 
●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 
 
●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◎首振り招福卯［西会津町］ 
 
 【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 

 今から約 400 年前、蒲生氏郷公が広めた
とされる会津の張り子づくり。会津天神や
起き上がり小法師など、会津張り子は郷土
玩具として、子どもの無病息災、開運、商
売繁盛、五穀豊穣などを祈願して作られて
います。 
 平成 23 年用年賀郵便切手の題材にもな
った『首振り招福卯［白］』は、長い耳で
月（ツキ）を呼び、福を集めるといわれる
縁起物。ゆらゆらと首を振る可愛らしい姿

で一年の幸福を呼び寄せます。 
ご家族の集まるリビングや玄関にぜひ飾ってみませんか？ 

 
◎首振り招福卯［白］ 小 1,575 円、中 2,100 円、大 3,150 円 
 
お問い合わせ先／野沢民芸製作企業組合 TEL0241-45-3129 
 
[情報はこちら！] http://www.nozawa-mingei.com/index.html 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 佐藤 千恵子（分家えびす屋） 
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
「おすすめします！人類最古の伝説のお酒「AIZU MEAD」アイヅミード」 

 
 当店は古くはリンドウの花卉栽培をしてお
り、花の無人販売などをしておりましたが、
平成11年にお土産処として新たにお店をオー
プンいたしました。 
 当店一番のおすすめ商品は、有限会社峰の
雪酒造場が醸造する『会津のはちみつ酒・美
禄の森』です。「美禄の森」は、地元の養蜂家
が会津に自生する栃の花から採取した最高級
の蜂蜜を贅沢に使用、飯豊山の伏流水を使い

醸造した、ワインでもなくブランディでもなく日本酒でもない「ミード」と呼ば
れるとても希少なお酒です。アルコール度数は11％、高級白ワインのようなキレ
味とさわやかな甘みと酸味で、特に女性に人気です。ハネムーン（蜜月）やメデ
ィスン（薬）の語源ともいわれる人類最古の伝説のお酒。南会津では当店のみの
販売です。発送も承っておりますので、お土産として送っても喜ばれます。キリ
ッと冷やしてお飲み下さい。 
 その他、店内では福島県内在住の方の手づくり民芸品も販売しています。心癒
される優しい笑顔のおじいちゃん、おばあちゃんの人形など、私たちはもちろん、
たくさんの方々が新しい作品とであうのを楽しみにご来店いただいています。 
皆様もぜひ懐かしい笑顔に会いにいらっしゃいませんか？ 
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◎定休日／不定休※冬期休業12月中旬～翌年3月初旬 
    （平成 23 年 2月 12 日・13 日大内宿雪まつりには営業いたします。） 
 
◎営業時間／8：30～17：00 
 
・会津のはちみつ酒「美禄の森」（520ml） １本…3,150円（税込）※発送可 
・会津のはちみつ酒「花織 kaori」（180ml）１本…1,500円（税込）※発送可 
・おじいちゃん、おばあちゃんの人形  各１体…7,000円 ※セット物14,000円～ 
  ※人形の付属品、小道具（急須、湯のみ、ちゃぶ台、畳、障子、将棋盤など）別途販売しております。 

・会津只見特産乾燥舞茸          １袋 1,050円（税込） 
・会津只見特産乾燥きくらげ       １袋 630円（税込） 
・奥会津産棒たら煮            １袋 740円（税込） 
・南会津特産わらびしょうゆ漬      １袋 530円（税込） 
・季節限定（10月～２月）舘岩産赤かぶ漬 １袋 530円（税込） 
  ※完売いたしました。 
 
お問い合わせ先／分家 えびす屋 TEL0241-68-2950 FAX0241-68-2984 
 

    
  会津のはちみつ酒   人気の手づくり民芸品   会津地方の地場産品 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

6）ふるさとの味再発見！会津の郷土料理 
【会津坂下町「ふるさとの味再発見」グループの皆さんが美味しいレシピをご紹介！】 
・地域に受け継がれてきた伝統の食文化を再発見し、農産物の美味しさを新たにお伝えする、すてき   
 な季節のレシピをご紹介します。 

 
●こづゆ 
 
［材 料］（4人分） 
干し貝柱…5個 
キクラゲ…10g 
糸コン…1袋 
里芋…5個 
豆麩…10g 
ニンジン…小1本 
ギンナン・干しシイタケ・青味（季節の菜物）・塩・しょうゆ・酒…各適宜 
 

［作り方］ 
①干し貝柱は水に漬けて戻し、身をほぐしておく。 
②きくらげは水に漬けて戻し、よく水洗いし適当な大きさにちぎっておく。 
③ニンジンはイチョウ切りにし、さっと湯通ししておく。 
④糸コンは 4〜5cm に切り、湯がいておく。 
⑤里芋は皮をむき 7mm くらいのイチョウ切りにし塩茹でしておく。 
⑥干しシイタケは水に漬けて戻し、千切りする。戻し汁はダシに利用する。 
⑦鍋にダシ汁、①を入れ味を薄味につける。 
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⑧②〜⑥の具を入れさっと煮る。味を整える。 
⑨水に戻した豆麩の水気をさっと絞って加え、ひと煮立ちさせ、味を整える。 
⑩椀に盛り青味を散らす。 
 
［ワンポイント］ 
こづゆは祝い事や仏事などの膳に添えられる会津の郷土食です。干しシイタケや
干し貝柱のダシをきかせて、味付けは薄味に。青味に茹でたホウレンソウやサヤ
エンドウを少量加えると見た目も華やかです。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
車窓に広がる雪景色を眺めながら旅する会津路は、温泉やウインタースポーツを
楽しむ人々で賑わっています。滑りにくい冬靴など雪道対策をしっかりとして会
津の旅をお楽しみください。 
 


