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 会津あかべぇ通信 Vol.62  
2011年4月30日発行 

このたびの「東日本大震災」で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げま
す。 
一日も早い復興と皆様が安全•安心•健康に過ごされますよう願っております。 
会津あかべぇ通信では15日と月末の毎月２回、会津の元気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－１ 
  ●がんばろう！東北 
   東北ローカル線 ご乗車・ご支援・感謝キャンペーン（第１弾） 
  知っ得！話題－２ 
●スタンプ集めてサービスいろいろ「七日町通りまち歩きMAP」 

２）イベント情報 
●技ありの手作り品が全国から集合！ 
●駅からハイキング「春の龍王峡ハイク」 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道沿線 ゴールデンウィークおすすめ情報 
４）会津のいいモノ★セレクション●小枝えんぴつ［会津坂下町］ 
５）大内宿からラブレター●本家えびす屋 
６）会津の郷土料理●うどけんちん 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
1）知っ得！話題-1●がんばろう！東北 
          東北ローカル線 ご乗車・ご支援・感謝キャンペーン 
                                          
 このキャンペーンでは、鉄道事業者の企
画キップ等を購入すると、鉄道グッズの割
引や沿線商店街等で各種サービスの特典
が付いたオリジナル「乗車記念証」を受け
取ることができ、さらに「乗車記念証」の
半券「応募券」を事務局に送付すると抽選
で記念商品が当たります。     
是非この機会に東北にご来訪いただき、ロ
ーカル線等をご利用いただきますようよ
ろしくお願い申し上げます。  
 
キャンペーン実施期間／ 
平成 23 年 4月 29 日（祝）～8月末（予定）  
  
 会津鉄道では、このキャンペーンに参加
しております。    
下記の企画乗車券を購入されたお客さま
に「乗車記念証」をお渡しします。  
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 ・浅草往復列車たびきっぷ 
 ・スリーワンきっぷ 
 ・会津鉄道＆猿游号で行く大内共通割引きっぷ 
 
 ※上記企画乗車券を購入されたお客さまに「乗っ得ポイント」のポイントを 3
倍押印いたします。 
 
取り扱い箇所／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、車掌 
お問い合わせ先／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=240 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（乗車記念証のイメージです） 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１）知っ得！話題-2●スタンプ集めてサービスいろいろ 

「七日町通りまち歩き MAP」 
 

 大正浪漫をモチーフにした懐かしい雰
囲気ただよう七日町通りを、もっと楽し
く便利に散策したいという方にぴったり
のアイテムが登場しました。 
「七日町通りまち歩き MAP」は店舗や見
どころを紹介するほか、協賛店舗で割引
などのサービスが受けられる『七福神ス
タンプラリー』の台紙として利用できま
す。 
ラリーの参加方法は、まち歩き MAP の
案内にそって七日町通り界隈の由緒ある
寺社仏閣８カ所を巡り、スタンプを集め

れば OK。休日のレジャーや旅の思い出に、ぜひチャレンジしてみませんか？ 
 
お問い合わせ先／七日町通りまちなみ協議会 TEL0242-32-1187 
[情報はこちら！] http://nanokamachi.net 
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●会津あかべぇ通信「ありがとうメルマガキャンペーン」終了のお知らせ 
                                          
 3 月 1日より 4月 30日まで 2ヶ月間実施しておりました、会津あかべぇ通信「あ
りがとうメルマガキャンペーン」は 4月 30 日で終了となりました。 
 期間中たくさんのご応募、新規ご登録ありがとうございました。 
 厳選な抽選の結果、当選の方々には後日メールにてお知らせいたします。 

  今後とも「会津あかべぇ通信」を宜しくお願い致します。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
２）イベント情報-１●技ありの手作り品が全国から集合！ 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
『第 25 回ふるさと会津工人まつり』 
 
日時／平成 23 年 6 月 11 日（土）・12日（日）9:00〜16:00［雨天決行］ 
   ※12 日は 15:00 まで 
場所／三島町生活工芸館（生活工芸館前ナラ林、芝生広場） 
 

 ヤマブドウやヒロロ、マタタビを使
った三島町伝統工芸の編み組細工や、
木工・陶芸・染織など、様々な素材を
使った手作りの逸品が全国から集合！
モノを作る人と使う人が出会い、アイ
デアと手仕事の技がいっぱいつまった、
すてきな一品があつまる 2日間です。 
初夏の新緑も美しい三島町で、作り
手や地元の人たちと交流を深めながら
お気に入りの品を探しましょう。 
 

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.okuaizu-amikumi.jp/ 
 
※イベントにつきましては都合により日程・内容が変更になる場合があります。ご確認く
ださい。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
２）イベント情報-2●駅からハイキング「春の龍王峡ハイク」 
 【これからの会津鉄道イベントのイチオシ情報！】 

     
開催日／5月 21 日（土） 
集 合／西若松駅改札口 午前 8:00 
費 用／2,800 円（通常 5,740 円） 
募集人員／20 名様 
      
 鬼怒川温泉と川治温泉の中間に位置する龍
王峡は、長い年月の間に火山岩が浸食され現
在の景観になった、鬼怒川・川治随一の景勝
地です。 
 晴れた日には美しい虹が架かる虹見の滝の
瀑布と、虹見橋からの渓谷美が堪能できます。 

 約 2km の初級コースのハイクです。  
 
お問い合わせ／ 
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/?cat=14 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
３）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道沿線 
                ゴールデンウィークおすすめ情報 
  【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 ゴールデンウィークおすすめ情報 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=773 
 
 

 
 
●4/28（木）～コロプラ☆乗り放題きっぷ応援キャンペーン  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=164 
 
●4/2（土）～ 中学生の皆さまにお得なきっぷ 好評発売中！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=422 
 
●【会津鉄道＆レトロバス（猿游号）で行く大内宿 共通割引きっぷ】発売！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95 
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●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 
 
●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 
 
●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/ 
 
 

 
 
●～【首都圏から会津】【会津から首都圏】への便利なダイヤ～  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=835 
 
●「南会津桜ウォーク」実施します  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=114 
 
●平成23年度 駅からハイキング  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=602 
 
●2011年 サイクリングラインナップ！「サイクル日和り」  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=725 
 
●2011 お座敷トロッコ展望列車5月1日出発！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
 
●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 
 
●東京スカイツリー最高到達点634m！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実施中！  
[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 
 
● 4/14（木）から受付開始！ 車窓・駅からのフォトコンテスト2011春  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=797 
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●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.28  5・6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 
 
●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/ 
 
 
 ～「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◎小枝えんぴつ［会津坂下町］ 
 【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 

 サクラ、イチョウ、リンゴ、
カエデ、クロモジ etc… 会津の
里山に育った様々な樹木の小枝
が、個性豊かな「小枝えんぴつ」
になりました。枝振りを吟味し、
一本一本ていねいに手作りされたえんぴつは、天然素材ならではの微妙な曲がり
具合や、木肌の手触り感も楽しい一本。書きごこちもよくプレゼントにもおすす
めです。 
◎小枝えんぴつ（各種）…１本 500 円〜 
 
お問い合わせ先／会津游山窯 TEL 090-4550-2596 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
５）大内宿からラブレター from佐藤 ナオコ（本家えびす屋） 
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
「うちの畑で作った豆や自家製梅漬けが喜ばれるんですよ。」 

 以前はかすみ草やリンドウの花栽培で楽し
い時期を過ごしました。農林大臣賞をいただ
き明治神宮や皇居に
招かれたことが自慢
です。    
15 年ほど前から始め
たお土産処では、大
内宿や会津の手づく
り品やはちみつ、食

品類を並べ、前列には畑でとれた地物を並べています。  
秋に収穫された作物を冬の間に手間暇かけて用意する「ばーちゃん」の打ち豆

やそば粉、凍み大根など保存食が喜ばれますよ。 
 最近では、転んでも起き上がる会津の縁起物「起き上がり小法師」が人気です。 
 我々も元気で頑張っています。のどかな田舎へ来らんしょ。 
 
●定休日／不定休 
●営業時間／8：30～16：00 
●お問合せ／本家えびす屋 TEL（0241）68-2922 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
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。 

●うどけんちん 
 
［材 料］ 
うど…３本 
身欠ニシン…2本 
しょうゆ…20cc 
酒…大さじ１ 
油…適宜 
※そのほかに、米のとぎ汁を適宜用意する。 
 
 

 

［作り方］ 
①うどは皮をむき、1cm幅程度の斜め切りにし、水に浸けてあく抜きをして、ざる
にあげ水切りする。 
②身欠ニシンは米のとぎ汁に浸けてもどしながら油抜きをし、一口大に切る。 
③鍋に油を熱し、①と②を炒め、しょうゆ・酒で味つけして煮る。 
 
［ワンポイント］ 
季節の訪れを感じさせてくれる山菜料理。あく抜きなどの下拵えをしっかりすれ
ば、調理は意外と簡単です。期間限定の味わいをお楽しみください。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
GW も間近の春風吹く会津では、ソメイヨシノやヒガンザクラなど様々な桜が各
地で見頃を迎えています。お花見のチャンスを逃してしまったという方も、もう
一度お花見を楽しみたい方も、ぜひ会津へ足を運んでみませんか？ 


