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2011年1月15日発行
2011年は卯年。目標や新しい事に向かってぴょんぴょん跳ねる飛躍の年です。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！
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１）知っ得！話題
●1 月の限定 8 日間「お座トロ展望列車」臨時運行いたします！
●会津鉄道冬の特別企画「ほろ酔い列車」毎週土曜日運転してます！
●冬の裏磐梯を満喫する笑顔いっぱいの 3 日間
２）イベント情報●会津の伝統行事や雪遊びを体験『大内宿雪まつり』
３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道 湯野上温泉駅・駅周辺
４）会津のいい湯★セレクション●表磐梯温泉［猪苗代町］
５）大内宿からラブレター●分家美濃屋
６）会津の郷土料理●棒たら煮
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

１）知っ得！話題‑１●
1 月の限定 8 日間「お座トロ展望列車」臨時運行いたします！
会津鉄道では、冬の特別企画と
して「お座トロ展望列車」を
雪見こたつ列車 として 1 月
22 日（土）から臨時運行致しま
す。
会津にお越しの際には、ぜひ会
津鉄道「雪見こたつ列車」をご利
用いただき、会津の美しい冬景色
を車窓から楽しみませんか？
臨時列車運行日／平成 23 年 1 月 22 日（土）〜29 日（土）の 8 日間
臨時列車運行区間／新雪号 会津田島（12：26）→→→会津若松（13：42）
雪見号 会津若松（13：50）→→→会津田島（15：21）
※ご利用の際には、乗車券のほかトロッコ整理券（大人 300 円、小児 150 円）が
必要となります。
※「雪見号・会津田島行き」列車を会津若松駅よりご利用される場合は、
トロッコ整理 券は車内の車掌よりお買い求めください。
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242‑28‑5886
会津田島駅 TEL 0241‑62‑0065
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=543
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会津鉄道冬の特別企画「ほろ酔い列車」毎週土曜日運転してます！
会津鉄道では、冬の特別企画として「ほろ
酔い列車」を 3 月 5 日（土）まで毎週土曜日
運転しております。
会津鉄道名物「こたつ列車」で沿線地酒と
特選折詰で楽しいひとときを過ごしません
か？車内では利き酒大会など楽しいイベン
トも待っています！
ご家族、お友達、グループで、ぜひご利用
ください。
運転日／
平成 23 年 1 月 8 日（土）〜3 月 5 日（土）ま
での毎週土曜日
コース／
西若松駅〜会津田島駅間往復乗車
西若松駅（16：59 発）→→→会津田島駅（18：04 着 18：19 発）
→→→西若松駅（19：24 着）
集合場所／西若松駅改札前 16：40
参加費／日頃のご愛顧に感謝してサンキュー価格！
大人お１人様 3,900 円
（日本酒 2 合＋折詰＋田島駅であったか豚汁＆おにぎりセット）
子供お１人様 2,400 円
（ジュース＋折詰＋田島駅であったか豚汁＆おにぎりセット）
※車内では缶ビール、缶チューハイ、ワイン、
乾き物のおつまみを販売しております。
募集人員／35 名（最少催行人員 10 名）
お申込み／乗車日の前日 17：00 まで
※お願い：お車・自転車を運転の方、未成年者の飲酒はご遠慮ねがいます。
お問い合わせ・お申込み先／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242‑36‑6162
FAX 0242‑26‑9730
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=367
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１）知っ得！話題‑２●
冬の裏磐梯を満喫する笑顔いっぱいの 3 日間
『第 3 回裏磐梯雪まつり 2011』
開催日／2011 年 2 月 25 日（金）〜27 日（日）
メイン会場／裏磐梯サイトステーション
雪深い裏磐梯の冬を
楽しむ特別な３日間が
やってきます。白銀の世
界が広がる野外では、
3000 本のキャンドル畑
に灯りがともる『エコナ
イトファンタジー』や、かまくらの中で楽しむ『地
元のあったか屋台』、自然を体験できる『スノーシ
ュートレッキング』『ワカサギ釣り』など各種イベ
ントを開催。
温かい室内では、コンサートやお話し会、守り狐や赤ベコの絵付け体験も行な
われます。笑顔いっぱいの裏磐梯へぜひ足を運んでみませんか？
お問い合わせ先／裏磐梯観光協会 TEL0241‑32‑2349
[情報はこちら！] http://www.urabandai‑inf.com
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

２）イベント情報●
会津の伝統行事や雪遊びを体験『大内宿雪まつり』
【これからイベントのイチオシ情報！】
開催日／2011 年 2 月 12 日（土）・13 日（日）
場所／下郷町大内宿地区
江戸時代に栄えた宿場町の風情を今に残す
大内宿で、冬を楽しむ『大内宿雪まつり』が
催されます。
12日は団子さし・具止餅拾い・三志神楽・
きき酒大会などのほか、夜には雪灯籠に火が
灯された幻想的な雰囲気の中で花火大会を
開催。
13日は、わらじ履きでの雪上綱引き大会や、
時代風俗仮装大会の行列が通りをにぎわせ
ます。「見て・体験して・味わえる」会津の
冬をぜひお楽しみください。

お問い合わせ先／大内雪まつり実行委員会 TEL0241‑68‑2945
下郷町役場商工観光係 TEL0241‑69‑1144
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３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道

湯野上温泉駅・駅周辺

【会津鉄道からおすすめ情報をお届けします！】

会津鉄道

湯野上温泉駅・駅周辺

[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=786

●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/docs̲tobu/c01.html
●リーズナブルな料金で、東京まで行けちゃう！（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/

●1/22（土）〜「雪見こたつ列車」臨時運行のお知らせ
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=543
●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
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●マイカー＆トレイン 回送サービス好評受付中！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=789
●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」おかげ様で全食完売いたしま
した！
[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
●東武沿線見聞録「TOBUMARCO（トウブマルコ）」 2011 Vol.26 1・2月号ができました！
[デジタルブックはこちら！] http://www.tobu.co.jp/marco/
●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）会津のいい湯★セレクション◎表磐梯温泉［猪苗代町］
【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】
ウインタースポーツで賑わう表磐梯地
域は、多くのいで湯が点在する温泉エリ
アでもあります。その中の一つ「表磐梯
温泉」は宿泊施設の敷地内に湧く自家源
泉。会津の寒さに冷えた身体を、しんか
ら温めてくれるナトリウム塩化物温泉で
す。
会津旅の宿として、昼間は猪苗代湖を
夜は星空を眺めながら展望風呂で疲れを
癒す、ゆったりした時間をすごしてみませんか。
お問い合わせ先／猪苗代四季の里 TEL0242‑63‑1616
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

5）大内宿からラブレター

from 阿部 ミユキ （分家美濃屋）
【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】

「『ピッカピカ光そば』を食べてみませんか！」
手づくりのもちを無人販売していた分家美
濃屋は、７〜８年ほど前から手打ちそばを始
めました。一番のおすすめは、
『ピッカピカ光
そば』です。
秘伝の作り方によりツヤのあるピカピカ光
るそばが出来上がります。盛りそば、ざるそ
ば、どちらも光ってますよ。他に限定十割そ
ばも種類豊富です。
そばには四季折々の旬の物がちょっぴりサ
ービスされます。山に行くのが大好きなミヨコばあちゃんが春は山菜、夏は畑の
物、秋はきのこ、冬は川の近くで採れたクレソンの天ぷら、と大内宿周辺の里山
の幸を都会の人達に味わってもらいたいというこだわりです。
また、
歯ごたえ十分の手づくりこんにゃくの刺身もおすすめです。きなこもち、
おろしもち、豆もちなど自家製もちも人気の一品ですよ。
元気なミヨコばあちゃんがニコニコ店番をしています。あずきお手玉、全そば
ガラまくら、魔除けからし等を売っています。どれも手づくり大好きなばあちゃ
んの特製です。
大内宿にお越しの際には、そんなばあちゃんの居る分家美濃屋に是非いらして
くださいね。楽しい話がたくさん聞けますよ。
●定休日／不定休
●営業時間／８：３０〜１７：００
・みのやぴっかそば
・ぴっかざるそば
・みのや十割そば
・十割もりそば
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1,575 円（税込）
840 円（税込）
1,890 円（税込）
1,155 円（税込）

・自家製きなこもち
525 円（税込）
・自家製おろしもち
525 円（税込）
・大根の葉
300 円（税込）
・まよけからし
300 円（税込）
・手づくりあずきお手玉
１つ 120 円（税込）
・手づくり全そばガラまくら 1 つ 800 円（税込）
●お問合せ／分家 美濃屋 TEL/FAX（0241）68−2942

囲炉裏のある落ち着いた店内

ばあちゃんの手づくり品

冬には綿入れはんてん

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

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。

●棒たら煮
［材 料］（10人分）
棒たら…600g
しょうゆ…180cc
ざら砂糖…500g
酒…100cc
みりん…100cc

［作り方］
①棒たらは押し切りで適当な大きさ（幅5cm程度）に切る。
②①を水に漬けておく。※時折水を換えながら３昼夜程度。
③調味料を合わせ、水を加えて煮立たせ煮汁を作る。
④水切りした②を入れ、落とし蓋をしてゆっくりと煮る。
［ワンポイント］
棒たらは、山間地の会津地方で保存食として用いられてきた貴重なタンパク源。
甘辛く煮た『棒たら煮』はふるまい料理として各家庭で作られてきた郷土食です。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

［編集後記］
昨年末からの雪に恵まれた会津各地のスキー場。週末ともなるとウインタースポ
ーツを楽しむ多くの人で賑わっています。1 月から 2 月にかけて、雪遊びや冬の
味覚を楽しむ雪まつりも次々と催されますので、ぜひ遊びにいらしてください。
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