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 会津あかべぇ通信 Vol.59  
2011年3月15日発行 

このたびの「東北地方太平洋沖地震」で被災された皆様には、心よりお見舞い申し
上げます。 
また、日本の再復興を目指し皆で頑張りましょう。 

 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 
１）知っ得！話題 
●焼き物で飾る生活空間「会津本郷焼シャレモノ・コレクション 2011 春夏」 
●会津鉄道 ありがとう「乗っ得」ポイント 
               春休み3倍キャンペーン実施いたします！ 
●会津あかべぇ通信「ありがとう！メルマガキャンペーン」実施中！ 
●「春の会津鉄道」を紹介する雑誌が発売されています！ 

２）イベント情報 
●新装「赤瓦天守閣」をいちはやく見る！鶴ヶ城ウォーク実施いたします！ 

３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道沿線 南会津町田島 
                  福島県指定重要文化財「旧南会津郡役所」 
４）会津のいい湯★セレクション●柳津温泉［柳津町］ 
５）会津の郷土料理●蒸しパン 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題－１●焼き物で飾る生活空間 
「会津本郷焼シャレモノ・コレクション 2011 春夏」開催 
 
 会津美里町本郷にある「窯の美里いわたて」では、6 月末までの期間、焼き物

の魅せ方を提案する「会津本郷焼シャ
レモノ・コレクション 2011 春夏」を開
催。   
展示スペースでは、風合いの異なる
13 の窯元から生み出された会津本郷
焼を素材に、パティシエや写真家など
様々な業種から集まった「洒落者」が、
個性的なコーディネートを提案・演出
しています。 
アンティーク家具との調和や、新た

な用途の可能性など、生活空間にあわせた新しい使い方をヒントに、おしゃれな
会津本郷焼ライフを楽しんでみませんか。 
 

お問い合わせ先／窯の美里いわたて TEL0242-56-5181 
企画について…株式会社 明天 TEL0242-85-6803 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題－２● 
  会津鉄道 ありがとう「乗っ得」ポイント 
       春休み3倍キャンペーン実施いたします！ 

 
 会津鉄道では春休みの期間限定で、「乗っ
得」ポイント 3 倍キャンペーンを実施いた
します。この機会に列車を利用した「エコ
なお出掛け」しませんか。 
 
春休み 3倍ポイントキャンペーン期間／ 
平成 23 年 3月 20 日（日）～4月 5日（火）
までの 17 日間 

 
お問い合わせ／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5886 
 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=795 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題－３● 
  会津あかべぇ通信 
「ありがとう！メルマガキャンペーン」実施中です！ 

 
 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
いたしております。 
 
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

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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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題－４● 
「春の会津鉄道」を紹介する雑誌が発売されています！                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 桜の季節を待ちきれず、春の会津を紹介する雑誌が相次いで発売されています。 
 会津鉄道も紹介されています。美しい春の風景と沿線の情報が満載です。ぜひ
お求めになり、会津への旅に思いを巡らされてはいかがですか？ 
 
情報／ふくしまを楽しむ大人の情報誌 Mon mo[モンモ] 2011 春号  780 円 
   50 代からの自分ライフを恰好よく！ ノジュール  2011 3 月号 750 円  
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報-1● 
  新装「赤瓦天守閣」をいちはやく見る！ 

鶴ヶ城ウォーク実施いたします！ 
  【これからの会津鉄道イベントのイチオシ情報！】 

 
『鶴ヶ城ウォーク』 
開催日／ 
4 月 3 日（日）午前 10 時から午後 2時 
  
 平成 23 年 3 月 27 日（日）にいよいよリ
ニューアルオープンする「赤瓦天守閣」を
いちはやく見学するウォークツアーです。 
 この機会に春の訪れた外へ飛び出し、じ
っくり鶴ヶ城を散策してみませんか？ 
 
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=799
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道沿線 南会津町田島 

      福島県指定重要文化財「旧南会津郡役所」 
   【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 南会津町田島 
        福島県指定重要文化財 「旧南会津郡役所」 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=774 
 
 

 
 
●定期券購入者のご家族へ 500円ワンコインきっぷ！！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=13 
 
●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/ 
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●新装「赤瓦天守閣」をいちはやく見る！鶴ヶ城ウォーク実施します 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=799 
 
●2011 お座敷トロッコ展望列車出発！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=134 
 
●1/8～3/5 会津鉄道 ほろ酔い列車運行！（終了しました）  
[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 
 
●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春休み３倍キャンペーン実施します！ 
[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」実施中です！  
[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 
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●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/ 
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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◎柳津温泉［柳津町］ 
 
 【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】 
 
 日本三大虚空蔵尊の一つにあげられる
福満虚空蔵尊圓蔵寺の門前町として栄え、
現在も多くの人々が参詣に訪れる柳津町。
桜の名所としても知られ、名物あわまんじ
ゅうの店が並ぶ通りでは、蒸したての甘い
香りと流れる蒸気が観光客の足を誘って
います。 
身体の芯から温めて疲れをいやしてく

れるという柳津温泉は、肌にもやさしいナトリウム塩化物泉。小高い丘の上に建
つ「つきみが丘町民センター」は、日帰り入浴や宿泊で温泉を楽しみながら、新
緑と桜に彩られた只見川の眺めを楽しめる春のとっておきスポットです。 
 

お問い合わせ先／ 
やないづ振興公社 TEL0241-42-2302 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

５）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。 

●蒸しパン 
 
[材 料] 26cm 1個分 
小麦粉（中力粉）…300g 
牛乳…300cc 
卵…3個 
黒砂糖…250〜300g 
はちみつ…大さじ1.5 
酢…大さじ1 
重曹…大さじ1 
レーズン・くるみ・ごま・桜塩漬…適量 

［作り方］ 
①小麦粉を重曹と混ぜよくふるっておく。 
②牛乳を鍋に取り温めながら黒砂糖を溶かし冷ましておく。 
③卵に酢を加えてほぐし、はちみつを混ぜる。 
④①と②と③をざっくり混ぜる。 
⑤蒸し器にクッキングペーパーを敷き④を直接流し込む。 
⑥レーズン・くるみ・ごま・桜塩漬を表面にちらし蒸しあげる。 
⑦12等分に切り分ける。 
 
［ワンポイント］ 
蒸し器に敷くクッキングペーパーは、生地がこぼれないよう大きめに。竹串をさ
して生地がついてこなければ蒸し上がりです。一人分用のアルミカップやケーキ
型を使ったり、いろいろな味のバリエーションもためしてみましょう。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
3月 11 日に発生しました「東北地方太平洋沖地震」において、被災された皆様
には心よりお見舞い申し上げます。 
会津鉄道ではホームページの「本日の列車運行情報」で列車の運行状況を案内

しております。 
詳細については会津鉄道へお問合せください。 


