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 会津あかべぇ通信 Vol.56  
2011年1月31日発行 

雪に恵まれた今年、会津地域には家族で楽しめるウインタースポーツが目白押し。
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 
●会津あかべぇ通信「ありがとう！メルマガキャンペーン」始まります！ 
●2/19（土） なかやま雪月火 湯野上温泉ご宿泊の方にお得情報！ 
●会津鉄道 ありがとう「乗っ得」ポイントキャンペーン実施中！ 
●集めて応募しよう！会津山塩ラーメンスタンプラリー 

２）イベント情報●山深いそばの里に陽光輝く春を告げる「福寿草まつり」 
３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道沿線 冬景色 
４）会津のいいモノ★セレクション●からむし織［昭和村］ 
５）大内宿からラブレター●松美屋 
６）会津の郷土料理●打ち豆煮 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題-１● 
 会津あかべぇ通信「ありがとう！メルマガキャンペーン」始まります！ 
      キャンペーン参加の方の中から抽選で合計 50 名様に 
           会津鉄道オリジナルグッズをプレゼントいたします！ 
 

 「会津あかべぇ通信」登録会員の皆様、日
頃よりご購読ありがとうございます。 
 会津鉄道では「会津あかべぇ通信」ご購読
の皆様に感謝の気持ちを込めまして「ありが
とう！メルマガキャンペーン」を実施いたし
ます。 
 現在登録されている会員様は、メールにて
「会津あかべぇ通信」宛にメルマガへの感想、
ご意見、情報などをお寄せ下さい。自動的に
キャンペーンに参加対象となります。また、
登録会員以外の方は「会津あかべぇ通信」に
新規登録により参加対象となります。 
 「会津あかべぇ通信」は、会津鉄道沿線の
いいもの、うまいもの、イベント、季節情報、
企画旅行等の情報、沿線のホットな話題を提
供しております。 
 会津に興味を持ってもらい、たくさんのお

客様に会津鉄道を利用していただきたいと思っております。 
 まずは「ありがとう！メルマガキャンペーン」に多数ご参加ください！！ 
 
キャンペーン期間／ 
平成 23 年 3月 1日（火）～4月 30 日（土）までの 2ヶ月間 
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プレゼント／ 
キャンペーン終了後、期間中応募のあった現在登録会員の方の中から抽選で 30
名様、期間中新規登録された会員の方の中から抽選で 20 名様に、会津鉄道オリジ
ナルグッズ（会津鉄道オリジナル会津木綿ブックカバー）をプレゼントいたしま
す。 
 
お問い合わせ／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5886 
                    FAX 0242-26-9730 
お申し込み／PC からの登録         http://www.aizutetsudo.jo/mag/ 
      携帯電話からの登録    http://www.aizutetsudo.jp/i/mag/ 
 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=782 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
  2/19（土） なかやま雪月火 湯野上温泉ご宿泊の方にお得情報！ 
 

 「なかやま雪月火」は下郷町なかやま花の
郷公園と周辺の田園地帯に約2000本のろうそ
くが灯される、とても美しい冬のイベントで
す。 
 このイベントに合わせ、湯野上温泉に宿泊
のお客様に限り無料シャトルバスがご利用い
ただけます。 
 
 19 日には雪月火会場⇔湯野上温泉駅のシャ
トルバスが無料になります。 
 
 20 日には湯野上温泉駅～大内宿～塔のへつ
り～湯野上温泉駅の無料シャトルバスが運行
になりますので周辺観光に便利ですよ。 
 
 また、宿泊施設それぞれのプランもご案内
しております。 

 一面雪の幻想的な世界に酔いしれた後は、温泉でゆっくり温まりませんか？ 
 
「なかやま雪月火」 
開催日／平成 23 年 2月 19 日（土） PM6:00～（開会式） 
会  場／なかやま花の郷公園（南会津郡下郷町大字中山下田 3-1） 
催  し／ろうそく点火、歳の神、楢原小学校生徒による学習発表会とハンドベル 

 コンサート、よさこい（郷人）、Fairy Land with 唐橋 郁コンサート、 
お菓子まき等 

模擬店／PM3:00 より営業いたします 
※南会津の郷土料理をお楽しみいただけます。 
  ・手打ちそば（下郷産粉、地鶏ダシ） ・しんごろう ・地鶏汁  
・その他（漬物等地場産品） 

 
お問い合わせ／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5886 
                     FAX 0242-26-9730 
 

[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=622 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 会津鉄道 ありがとう「乗っ得」ポイントキャンペーン実施中！ 
 

 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
実施しております。 
 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。 
 
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 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題-２● 
 集めて応募しよう！会津山塩ラーメンスタンプラリー 
開催期間／2011 年 2 月 14 日（月）〜2 月 27 日（日） 
 
 ウインタースポーツや温泉を楽しむ人々
で賑わう裏磐梯高原で、この冬、北塩原村特
産品の「会津山塩」を使ったラーメンを食べ
てスタンプを集める『会津山塩ラーメンスタ
ンプラリー』が開催されます。 
期間中 12 の参加店舗で山塩ラーメンを味

わってもらえるスタンプを、２個集めて専用
ポストへ応募。抽選で 2万円分相当の裏磐梯
施設利用券や、会津山塩セット、ホテル宿泊
券など豪華景品が当たるチャンスです！ 
ぜひ気軽にご参加ください。 
 

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● 
山深いそばの里に陽光輝く春を告げる『福寿草まつり』 
 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
開催日／2011 年 3 月 13 日（日）〜4 月 2 日（土） 
場所／喜多方市山都町沼ノ平地区 

 
会津有数のそばの産地として知られる喜多方市

山都町。 
3月中旬、雪解けのすすむ沼ノ平地区では、春の

陽射しに黄色の花を輝かせる福寿草の群生が、待ち
わびた春の到来を告げています。期間中、会場の「ふ
るさとコーナー」では、地元農産物やそば菓子、山
菜などを販売。土・日・祝日には餅やヤマメ塩焼き、
そばやきもちも限定販売されます。 
あたたかな春風に吹かれる山里の春をご覧くだ
さい。 
 

◎入場 300 円（環境保全協力費として）。雪解けのため足元の
悪い場所もあります。 

 
 

お問い合わせ先／山都町観光協会 TEL0241-38-3830 
        沼ノ平むらおこし実行委員会 TEL0241-38-3655 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

会津鉄道沿線 冬景色  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=780 
 
 

 
 
●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 
 
●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/ 
 
 

 
 
●1/8～3/5 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 
 
●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 
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●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 
 
●1/27（木）から受付開始！ 車窓・駅からのフォトコンテスト２０１１冬 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=747 
 
●2/11（金） 西若松駅絵ろうそくまつり 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=790 
 
●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）会津のいいモノ★セレクション◎からむし織［昭和村］ 
  
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 

 「からむし」とは苧麻（ちょま）、青苧（あ
おそ）とも呼ばれるイラクサ科の多年生植
物で、昭和村は本州唯一の生産地となって
います。 
600 年以上前から村人の手によって栽

培・生産技術が伝えられ、今年、からむし
の生産用具と製品は国重要文化財の指定に
なりました。 
軽くて吸湿性にすぐれた「からむし織」

は、着物や帯のほか織りの美しさをいかし
た日用小物などいろいろ。贈り物にもぴっ
たりです。 

 
お問い合わせ先／奥会津昭和村振興公社 TEL0241-57-2204 
 
[情報はこちら！] http://www.showa-karamushi.com/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 芳賀 真弓（松美屋）  
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
「『ここにしかないもの』でのおもてなしを心掛けています。」 

 お食事処では食べ物でおもてなしをするよ
うに、松美屋では地元にある身近なものでの
おもてなしが一番ではないかと考え、特にオ
リジナルにこだわっています。 
 おすすめは、野の草花などをいけていただ
ける、ひとつひとつ手づくりの花器です。 お
客様がその空間に和んでくださり、楽しい会
話も広がっています。春先には山野草を販売
しておりますので、是非その時期にもおいで

下さい。 
 また、奥会津昭和村の「からむし織り」は有名ですが、冬には「からむしの和
紙」を作るそうです。そんなぬくもりある和紙にオリジナル書体で書いたメッセ
ージカードが喜ばれています。ポストカードサイズになっていますので、大内宿
からの旅の便りにしてはいかがでしょうか。お求めになった商品ひとつひとつに
もメッセージを添えています。 
 オリジナルにこだわる松美屋では、お客様のご要望から生まれたネコのカップ
類がずらりと並びます。これは会津本郷、酔月焼による絵付けの器で、同じ表情
がひとつとしてない見ていて楽しくなる絵柄です。 
 木製の製品としては、工房で作られた小さな人形達が店先のアクセントになっ
ています。手のひらサイズの愛らしい人形達で大内宿松美屋を思い出していただ
ければ嬉しい限りです。 
 人と人とのつながり、輪が広がる松美屋です。お客様と触れ合えることを楽し
みにお待ちしております。 
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●定休日／不定休（水、木あたりに休む時もありますが、お電話いただければ店
を開けますよ。） 
●営業時間／９：００～１６：００（冬の間はお休みしていることが多いです） 
 
・花器 工房はる作（野の草花でお楽しみ下さい） 
    舟型（花うけ付）  ひとつ 1,100 円（税込） 
    かまくら（花うけ付） ひとつ 1,200 円（税込） 
・からむし和紙のカード  各 1 枚 250 円（税込）～ （真弓作）     
・手づくり木製人形    各 1 個 500 円（税込）（雪んこ、こめら、じいばあ） 
・酔月焼オリジナルカップ 「猫カップ（すべて違う絵付けの猫たちです）」 
             各 1 個 1,500 円～1,900 円（税込） 
・樹ノ音工房作（手描きの絵付けの器） 
             各１個 350 円～2,980 円（税込） 
 
●お問合せ／松美屋 TEL/FAX（0241）68－2937 
   

    
   手づくり花器に生けた野草   からむし和紙に応援メッセージ    お客様の希望で生まれたカップ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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。 

●打ち豆煮 
 
［材 料］（10人分） 
打ち豆…100g 
人参…120g 
ごぼう…200g 
こんにゃく…1枚 
さつま揚げ…3枚 
凍豆腐…2枚 
水…1カップ 
調味料…しょうゆ1/2カップ、砂糖大さじ1、酒50cc 

 
［作り方］ 
①人参、ごぼうは乱切りにする。 
②こんにゃくは湯通し、ちぎりこんにゃくにする。 
③凍み豆腐は水にもどして短冊切りにする。 
④さつま揚げは短冊切りにする。 
⑤打ち豆はさっと水洗いする。 
⑥鍋に水 1カップ、人参、ごぼう、こんにゃくを入れ煮る。 
⑦煮立ったら調味料を入れ、凍み豆腐、さつま揚げ、打ち豆を入れて煮込む。 
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［ワンポイント］ 
打ち豆は、水に浸して柔らかくした大豆を木槌などで叩き、平たくつぶして乾燥
させたものです。冬の貴重なタンパク源として、会津地方では煮物や汁物に調理
して味わいます。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
雪遊びに冷えてしまった身体を温めるのは、やはり温泉が一番！79 の温泉地があ
る会津地域で、ぜひ温泉巡りの旅をお楽しみください。大人の方にはおいしい地
酒もおすすめです。 


