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 会津あかべぇ通信 Vol.58  
2011年2月28日発行 

陽射しもずいぶんと暖かくなり、すこしづつ春の気配が近づいてきます。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 
●3月 26 日「会津稽古堂」OPEN 記念！会津若松市内各所でイベント開催 
●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 
●手仕事の技物が全国から三島町に集結 
●会津・米沢観光圏 
1 泊朝食付き宿泊プラン★キックオフ半額キャンペーン★始まりました！！ 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道沿線・農産物販売「藤の郷 よらっしぇ」 

４）会津のいいモノ★セレクション●会津山塩せっけん［北塩原村］ 
５）大内宿からラブレター●金太郎そば山本屋 
６）会津の郷土料理●ぜんまいけんちん 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題-１●3月 26 日「會津稽古堂」OPEN 記念！  
  会津若松市内各所でイベント開催 

  
 会津若松市の生涯学習総合センター「會津稽古堂」が 3月 26 日（土）待望のオ
ープンを迎えます。当日は市内の各所で、アクセサリーや雑貨などハンドクラフ
ト作品が並ぶ「手づくり市」や、会津地域のこだわり農産物や自家製スイーツを
販売する「あぐりカフェ」のほか、さまざまなイベントも開催。お友達やご家族
と一緒にワクワク感いっぱいの春の休日を楽しんでみませんか？ 
 
お問い合わせ先／ 
會津稽古堂について…生涯学習総合センターTEL0242-39-1307 
手づくり市・あぐりカフェについて…会津若松市商工課 TEL0242-39-1252 
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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●手仕事の技物が全国から三島町に集結 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『第 10 回全国編み組み工芸品展』 
開催日／3月 19 日（土）〜21 日（月）午前 9時〜午後 5時 
会場／三島町交流センター「山びこ」 
 
 残雪の残る早春 3月、手仕事の里と
して知られる奥会津の三島町では、全
国各地の作り手が自慢の作品を出展
し技を競う「全国編み組み工芸品展」
が開催されます。作品は日用品から工
芸品までさまざま。マタタビ、アケビ、
竹、山ブドウ皮などを素材に、人の手
が作った美しい編み目をぜひご覧下
さい。 
 
お問い合わせ先／三島町生活工芸館 TEL0241-48-5502 
[情報はこちら！] http://www.town.mishima.fukushima.jp/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
２）イベント情報-2● 
  会津・米沢観光圏 
  1 泊朝食付き宿泊プラン★キックオフ半額キャンペーン★始まりました！！ 
【実施中イベントのイチオシ情報！】 
 
『会津・米沢 1泊朝食付き宿泊プラン★キックオフ半額キャンペーン★』 
  
 会津、米沢エリアに、1 泊朝食付き「特別価格」でお泊まりいただけるお得な
プランをご用意いたしました！ 
 通常価格の半額のご料金です。 
 会津では東山温泉、芦ノ牧温泉、湯野上温泉、熱塩温泉、日中温泉、裏磐梯、
猪苗代地区の旅館、ペンションに。 
 米沢では小野川温泉の旅館にご協力いただいております。 
 期間限定！室数限定！と売り切れ御免、早い者勝ちの商品ですので、ご予約・
お問い合わせはお早めに♪♪♪ 
 
[情報はこちら！] 
http://www.burari-aizu.com/modules/weblinks/viewcat.php?cid=46 
 
お問い合わせ先／贅沢な会津を会津を満喫するための旅のプランを紹介  
[ぶらり会津.com] 
http://www.burari-aizu.com/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道沿線・農産物販売 

      藤の郷直売所「よらっしぇ」 
 【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・農産物販売 藤の郷 よらっしぇ」 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=798 
 
 

 
 
●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 
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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 
 
●自転車といっしょに出かけませんか？サイクルトレイン4月より実施いたします！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=800 
 
●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.27 3・4月号ができました！
近日中に最新版になります。ご覧ください！ 
[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.aitetsuclub.com/ 



6 

 ～「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◎会津山塩せっけん 
 【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 

 北塩原村に湧出する大塩裏磐梯温泉は、昔
から塩分の含有濃度が高く、会津藩政時代に
は会津藩の御用塩が精製されていました。 
『会津山塩せっけん』は、温泉水を使って

昔ながらの製法で手づくりされたミネラル成
分豊富な「会津山塩」や、保湿成分のコラー
ゲンを加えた、無着色・無香料のお肌にやさ
しい石けん。 
すっきりした使い心地でお肌もしっとりう

るおいます。 
 

お問い合わせ先／ 
会津山塩企業組合 TEL0241-33-2340 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 鈴木澄夫・忍（金太郎そば山本屋）  
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
「代々続く父親の名前を残したい思いが『金太郎そば』の由来です。」 

 昭和53年「金太郎食堂」として、中華そばや手打
ちそばを中心に営業を始めました。 
 当時は大内ダムに関わる人達で賑わい、やがて昭
和56年に大内宿が国の重要伝統的建造物群保存地
区に選定されると、江戸時代の家並みを守ろうとす
る集落住民の一致団結した精神で、多くの観光客を
迎えることになりました。 
 「金太郎そば」のこだわりは、南会津地区で収穫
された玄蕎麦を当店自ら石臼で挽き、木鉢で練り上

げた本格手打そばを召し上がっていただくことです。 
 また、すった山くるみをタレに入れていただくのが山本屋のオリジナルです。昔か
ら地物のくるみを普段から食していた習慣があり、くるみの味がタレに合い、滋養強
壮にも効果があります。 
 お土産物のおすすめは、種類豊富な「味噌」と白いご飯にぴったりの「みそ漬」で
す。昔ながらの製法、手づくりによって生まれた味は、すべて自家製または会津で製
造されたものだけです。山本屋ホームページでも詳しく紹介しており、宅配便でのご
注文も承っております。旅の思い出に会津の味をご賞味いただければ嬉しい限りです。 
 20～30年来のリピーターのお客様にも支えられながら、日々人と人とのつながりを
大切に暮らしています。 
 ぜひ金太郎そば山本屋へお立ち寄りくださいね。 
 
●定休日／不定休 
12月中旬～3月中旬までは休業（団体予約または2月第2土、日曜の大内宿雪まつりは営
業いたします） 
●営業時間／9：00～17：00 
●収容／60名様 
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・くるみそば（温）  900円（税込） 
・くるみもりそば（冷／すった山くるみをタレに入れて食べます）   900円（税込） 
・高遠そば（会津松平藩祖保科正之公が旧領の信州高遠から伝えた食べ方で、辛味大
根のおろし汁と醤油をそばつゆにして食べます。）   900円（税込） 
・にしん山椒漬   400円（税込） 
 
●お問合せ／金太郎そば山本屋 TEL（0241）68－2912/FAX（0241）68－2190 
[情報はこちら！] http://www.ouchi-yamamotoya.com/ 
   

    
    くるみそば     種類豊富な味噌とみそ漬け  打菓子の型をお品書きに 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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。 
 

●ぜんまいけんちん 
［材 料］ 
ぜんまい（乾燥）…30g 
油揚げ…2枚 
しょうゆ…15cc 
酒、砂糖…適宜 
サラダ油…少々 

 
 
 

［作り方］ 
①乾燥ぜんまいは水に戻し、湯がいて茹で汁に一晩つけておく。 
②ぜんまいを4〜5cmの長さに切る。 
③油揚げは油抜きし、短冊切りにする。 
④鍋に油を熱し、②と③を炒める。 
⑤しょうゆ、酒、砂糖で味つけして煮る。 
 
［ワンポイント］ 
春に採取したぜんまいやワラビを天日干しして作る山菜の乾物を使った煮物は、
食物繊維も豊富。お祝い事のほか、普段の食卓にも登場する会津の家庭料理です。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
日増しに暖かくなり、梅や桜の開花が待ち遠しい季節になりました。早春の会津
もぜひお楽しみください。 


