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 会津あかべぇ通信 Vol.63  
2011年5月15日発行 

 
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
おります。 
 今回も元気になれる話題が満載です。みんなを応援していけるよう会津あか
べぇ通信も頑張ります！ 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）知っ得！話題－１ 
●ふくしまの復興を応援！ 

   会津地酒と音楽がタイアップ『猪苗代湖ズ 純米吟醸酒』 
  知っ得！話題－２ 
  ●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」 
２）イベント情報 
●約 10 万株のアヤメが色鮮やかに咲き競う初夏の風物詩 
●「応援ウォーク in 南会津」を実施します！ 
●「向羽黒山ウォーク」を実施します！ 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道 会津田島駅 
４）会津のいい湯★セレクション●木賊温泉［南会津町］ 
５）大内宿からラブレター●山田屋 
６）会津の郷土料理●山菜汁 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題－１●ふくしまの復興を応援！ 
会津地酒と音楽がタイアップ「猪苗代湖ズ 純米吟醸酒」 
 
 音楽を通して東日本大震災の復興支援活動を行ってい
る、本県出身者のバンド「猪苗代湖ズ」と、会津地酒の蔵
元・花春酒造がタイアップした会津地酒『猪苗代湖ズ 純
米吟醸酒』が新登場！ 
ラベルには同バンドの本県支援楽曲テーマと福島県の

地形をデザイン。 
会津産酒造好適米「夢の香」を 100%使用した、やわら
かな口あたりと香りで女性にもおすすめの純米吟醸酒で
す。 
１本 720ml 入りで 1,365 円。 
このうち 380 円が義援金として福島県災害対策本部に

寄付されます。 
 
お問い合わせ先／花春酒造 TEL0242-22-0022 
 



2 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題－２●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 

                          
 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。  
 
 ・浅草往復列車たびきっぷ 
 ・スリーワンきっぷ 
 ・会津鉄道＆猿游号で行く大内宿共通
割引きっぷ 
  
 ※上記企画乗車券を購入されたお客さ
まに、ただ今実施中の（乗っ得ポイント
キャンペーン）のポイントを 3倍サービスいたします。 
 
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 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報－１● 
 約10万株のアヤメが色鮮やかに咲き競う初夏の風物詩 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
『第 31 回 あやめ祭り』 
 
開催日／平成 23 年６月 15 日（水）〜７月５日（火）  
場所／会津美里町高田地区・伊佐須美神社あやめ苑 
 
 6 月 15 日〜7 月 5 日の 21 日間、会津美里町
高田地区の伊佐須美神社あやめ苑を会場に、
初夏の風物詩「あやめ祭り」が開催されます。 
期間中会場では土・日曜を中心に、野点茶

会や歌謡ショーなど様々なイベントも開催。 
さわやかな新緑につつまれた苑内をゆった

りと散策しながら、咲き競うあやめの花姿を
ぜひお楽しみください。 
 

お問い合わせ先／会津美里町観光協会 TEL 0242-56-4882 
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[情報はこちら！] http://misatono.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。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報－２●「応援ウォークin南会津」実施します！ 
【これからの会津鉄道イベントのイチオシ情報！】 
 
開催日／平成 23 年日 6月 12 日（日） 
集 合／会津鉄道 会津田島駅 
受 付／会津田島駅 9:30～11:00 
※時間内に受付をして自由にスタートし
てください。 
ゴール受付／中荒井駅 13:00～15:10 
費 用／参加費無料 
所要時間／約 4時間 
歩行距離／約 6km 
申込み／当日参加 OK です。 
※事前申込み又は当日申込みに関わらず
参加証（申込書）を受付時に提出してくだ
さい。 
       
 ウォーキングで元気になり、みんなで福
島を応援しよう！参加費無料で参加記念
プレゼントもありますので、是非ご参加く
ださい！   
 
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=546 
 



4 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報－３●「南羽黒山ウォーク」実施します！ 
【これからの会津鉄道イベントのイチオシ情報！】 
 
開催日／平成 23 年日 5月 29 日（日）     
集 合／会津鉄道 南若松駅 
受 付／8:30～ 
参加費／500 円 
所要時間／約 5時間 
歩行距離／約 10km       
 
 大川（阿賀川）の清流沿いを歩き、歴史
ある向羽黒山城跡を目指します。   
 
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 
[情報はこちら！] 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=575 
 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

会津鉄道 会津田島駅 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=827 
 
 

 
 
●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 



5 

●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 
 
●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運行中！  
[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キャンペーン」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」実施中です！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=800 
 
●5/14（土）から掲載・投票開始！ 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 
 
●会津鉄道イベントカレンダー 5・6 月号が出来ました！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=504 
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●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！ご覧ください！ 
[デジタルブックはこちら！] http://www.tobu.co.jp/marco/ 
 
●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「ばすのみせ」リニューアルオープン！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/shop2/index.php 
 
◎ネコ駅長「ばす」の日記 
[情報はこちら！] http://aizutetsudo.sblo.jp/ 
 

 
 
 
 

◎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◎木賊温泉［南会津町］ 
 【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】 
 

  
           露天岩風呂              広瀬の湯 

 
南会津町の山間部、旧舘岩村に湧く木賊温泉は、泉質の異なる２カ所の共同浴

場で立寄入浴を楽しめます。 
西根川がすぐ脇を流れる「露天岩風呂」は、自然の大岩を利用し簡素な屋根を

掛けただけの混浴露天風呂。泉質は単純硫黄温泉で２４時間いつでも入浴が可能
な野趣あふれる岩風呂です。混浴はちょっと、という方には男女別の「広瀬の湯」
がおすすめ。こちらの利用は午前７時（平日は午前 11 時〜）から午後９時まで。 
湯船には少しぬるめのアルカリ性単純温泉が掛け流しされています。 

 
お問い合わせ先／南会津町観光協会舘岩観光センターTEL0241-78-2546 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 山田 ウメコ（山田屋） 
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
「おすすめは漬物！試食できます。よってがんしょ。」 

 店を始めたのは大内宿でも古い方で、30年ほどに
なります。 
種類豊富な漬物はお客さまに喜ばれる人気商品。う
ちでは試食ができるので是非味を確かめてみてく
ださい。 
 薬草がいっぱい詰まった「山田屋の七福茶」も無
料でサービスしていますので、漬物とお茶でゆっく
りお休みになってはいかがでしょうか。 
  

他にも地元特産の「じゅうねん味噌」は野菜や山菜の和え物、
豆腐や里芋の田楽等にご利用ください。下郷町の郷土食が楽し
めますよ。 
  

・新食感のあずきかりんとう…１袋 400円 
・山田屋の七福茶…１袋 750円 
・じゅうねん味噌…１つ 500円 
・じいちゃん・ばあちゃん人形…各 400円 
・民芸品つるし柿…大 2,000円 中 1,100円 
（炭入りで消臭効果があり、赤い色は魔除けにもなります。） 
 
●定休日／不定休 
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●営業時間／8：00～17：00 
●お問合せ／山田屋 TEL（0241）68-2943 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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。 

 
●山菜汁 
 
［材 料］ 
油揚げ…１枚 
ニシン…２本 
ワラビ、竹の子、ウド、ウルイ 
などの山菜…適宜 
みそ…適宜 
 

 
 
 

［作り方］ 
①山菜は各々に下ごしらえする。 
・ワラビ：容器に並べて木灰をまんべんなく振り入れ、全部が隠れるくらいの熱   
     湯を注ぎ、一晩程度置いてあく抜きをする。水洗いし、４〜５cmの長 
     さに切る。 
・竹の子：皮をむき、茹でる。１cm位の斜め切りにする。 
・ウド ：皮をむき水につけあく抜きし、１cm位の斜め切りにする。 
・ウルイ：固ゆでし、４〜５cmの長さに切る。 
②油揚げは油抜きし、短冊切りにする。 
③ニシンは１cm中位に切る。 
④なべに湯を沸かし、山菜、油揚げ、ニシンを入れ煮立ったらみそで味付ける。
好みで七味を添える。 
 
［ワンポイント］ 
山菜はあく抜きを丁寧にするのが美味しさのポイント。和食だけでなく、洋食や
中華メニューに使ってもおいしく味わえます。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
新緑の美しい季節となりました。会津を代表する磐梯山をはじめ、各地の山で
は次々と山開きが開かれ、トレッキングを楽しむ人で賑わいます。自然豊かな会
津をぜひ訪れてみませんか。 
 


