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 会津あかべぇ通信 Vol.57  
2011年2月15日発行 

今シーズンは雪国会津でも例年にないほどたっぷりと雪が降りました。会津旅の
思い出に、そり遊びや雪だるま作り、雪合戦など季節限定の楽しみも体験してみ
ませんか。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 
●鶴ヶ城が全国唯一の赤瓦天守閣としてついにお目見え！ 
●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）イベント情報 
●お雛様やレトロな品々が「のぼり」のあるお店でお出迎え！ 
●シダレザクラが彩る懐かしの日中線廃線跡をウォーク 

３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道 芦ノ牧温泉駅・駅周辺 
４）会津のいい湯★セレクション●小谷温泉［会津若松市］ 
５）大内宿からラブレター●こめや 
６）会津の郷土料理●甘酒 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題－１● 
  鶴ヶ城が全国唯一の赤瓦天守閣としてついにお目見え！ 

 ※鶴ヶ城の画像はイメージです 
 

幕末の面影を再現した赤瓦の鶴ヶ城天守閣が、3月 27 日ついにその雄姿を現し
ます。リニューアルオープン記念として、3 月 27 日から 31 日までの 5 日間は鶴
ヶ城天守閣の入場が無料に！また 4 月 1 日からは、天守閣有料入場先着 2 万名様
に、葵の紋をあしらったオリジナル会津塗箸がプレゼントされます。 
会津旅の記念に、全国唯一の赤瓦天守閣を訪れてみてはいかがでしょうか。4

月中旬からの桜シーズンもおすすめです。 
 

お問い合わせ先／会津若松市観光公社 TEL0242-27-4005 
[情報はこちら！] http://www.tsurugajo.com/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題－２● 
  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
のお客さま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 
 
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 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報－１● 
  お雛様やレトロな品々が「のぼり」のあるお店でお出迎え！ 
【開催中イベントのイチオシ情報！】 
 
『第６回 ひなの蔵めぐり』 
開催期間／ 
平成23年2月13日（日）～3月3日（木） 
開催場所／ 
喜多方市内参加店舗等 
 
 ひな人形・会津天神様・レトロな逸品 
等を飾り、来訪者に見学していただく街 
なかギャラリーのイベントです。 
期間中、市内を散策される際は、「ひな 

の蔵めぐり」と書かれたピンクののぼりを 
目印にしてみてください。 
会津鉄道では、AIZUマウントエクスプレ 

スが土休日のみ（年末年始は除く）喜多方 
まで運行していますので、是非ご利用くだ 
さい。  
 
お問い合わせ先／ 
蔵のまちなかギャラリー実行委員会 TEL090-4314-2781 
【チラシをご覧ください】  

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

２）イベント情報－２● 
シダレザクラが彩る懐かしの日中線廃線跡をウォーク 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『蔵のまち喜多方桜ウォーク 2011』 
開催日／平成 23 年 4月 16 日（土） 
 
 昭和13年から昭和59年の廃線
まで、SL による定期旅客列車が
喜多方〜熱塩間の 11.6km 結んで
いた日中線。 
シダレザクラを中心にした約

1000 本の桜が彩る、廃線跡に整
備された記念道路をメインに、2
キロ、5キロ、10 キロの 3コース
から体力にあわせて距離を選べ
るウォーク大会です。 
お友達同士やご家族で会話や満開の桜風景を楽しみながら、春風そよぐのどか

な蔵のまちをゆったり歩いてみませんか？ 
参加申込開始…3月上旬 申込先着 2000 名※定員になり次第締切 
 
お問い合わせ先／喜多方市教育委員会生涯学習課 TEL0241-23-2116 
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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 芦ノ牧温泉駅・駅周辺  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=506 
 
 

 
 
●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 
 
●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！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=622 
 
●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 
 
●会津あかべぇ通信「ありがとうメルマガキャンペーン」実施します！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=782 
 
●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 
 
●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◎小谷温泉［会津若松市］ 
 
 【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】 
 

 芦ノ牧温泉エリアの阿賀川を挟んだ会津
若松市側に湧く小谷温泉は、川向こうの芦ノ

牧温泉とは異なる
源泉で泉質は硫酸
塩-塩化物温泉。芦
ノ牧おみやげセン
ターに併設の「ドラ
イブ温泉」は、昭和の雰囲気漂う気軽な日帰り入浴施設。
宿泊なら地元素材の自慢料理を味わえる「不動館小谷の
湯」で温泉を楽しめます。 
 
 

お問い合わせ先／ 
不動館 小谷の湯 TEL0242-92-2311 
[情報はこちら！] http://www.oyanoyu.com/index.html 
 
芦ノ牧おみやげセンター（ドライブ温泉） TEL0242-92-3032 
[情報はこちら！] http://www.ashinomaki.com/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 吉村 徳男（こめや） 
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
「手間のかかるソバと餅をあえてお出しするのは、こめやの『こころ』をお伝え
したいから。」 

 長年務めた役場を辞め、茅葺き職人になる
ために弟子入り。大内宿の暮らしの中に息づ
く文化と伝統を次世代に継承すべく働く日々
を送っています。 
 そんな中平成９年に「手打ちそば処こめや」
を始め、今では農業とそばづくり、大内宿の
保存にと、忙しいながらも充実した毎日です。 
 当店の中心となるソバと餅は手間のかかる
食べ物です。それを手間暇かけてもたくさん

のお客様に味わってほしいという『こころ』がこめやのおもてなしです。 
 下郷町猿楽台地産のそば粉、養鱒公園の岩魚、下郷町の栃餅と地場産品にこだ
わり、お届けをしています。 
 「おろし揚げ餅そば」は、つきたて餅を油で揚げて冷たいそばの上にのせ、さ
らに大根おろしをのせたところにつゆをかけて食べる、こめやオリジナルの人気
メニュー。餅は腹もちがよく、「盛りだくさんがごっつおう」の思いからの一品で
す。 
 大内宿名物の栃餅も、いろんな味を食べてみたいというご要望にお応えし、き
なことあんのペアになっています。 
 300 年の伝統ある座敷で、こめやがこころを込めてつくる地元の食をお楽しみ
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ください。 
 また、大内宿の一年の暮らし、伝統、文化、興味のある方は是非お尋ねくださ
い。 
 
 
●定休日／4月 1日～12 月 10 日までは無休 
     12 月 11 日～3月 31 日までは不定休（予約により営業いたします） 
●営業時間／9：00～16：30 
 
・岩魚セット（ざるそば、つきたて餅、岩魚塩焼き、漬け物、煮物）1,575 円（税込） 
      ※餅はきなこ、あんこ、ずんだ、おろし、からし、なっとう から選べます 
      ※岩魚の塩焼きは囲炉裏で焼いています 
・おろし揚げ餅そば                   945 円（税込） 
・大内宿名物 栃餅（あんこ、きなこペア 1皿）      500 円（税込） 
・そばお焼き（ごま、かぼちゃ、きのこ、地鶏） 各 1ヶ  150 円（税込） 
 
●お問合せ／こめや TEL/FAX（0241）68－2926 
          URL/http://www.komeyasoba.com 
          E-mail/info@komeyasoba.com 
   

    
    岩魚セット     おろし揚げ餅そば    大内宿名物 栃餅 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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。 

●甘酒 
［材 料］ 
米麹…6合 
もち米…3合 
砂糖…300g 

 
［作り方］ 
①もち米は柔らかめに炊いておく。 
②荒熱がとれた①に米麹、砂糖を混ぜ、保温
状態で半日程度おく。 

 
［ワンポイント］ 
寒中に仕込んだものを、ひな祭りに供えます。米つぶの食感も楽しめる一杯。保
存は冷蔵庫で、味わう際にかるく温めても美味しいです。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
2 月の会津では毎週末ごとに各地で雪まつりが行なわれています。地元の味を堪
能するもよし、イベントに参加するもよし。寒さにまけず楽しい冬の一日を過ご
してみませんか。 


