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初夏を迎えた会津では様々なイベントが企画されています。みんなで参加し
て元気になり、そして復興と応援の輪を広げて行きましょう。
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。
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
１）知っ得！話題
●「会津鶴ヶ城鳥瞰図」でお城の魅力を発見！
● 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」
● 列車内でインターネットが利用できます！Wi‑Fi 利用サービス開始！
２）イベント情報
● 新緑の丘を可憐に彩る「第 28 回ひめさゆり祭り」
●「応援ウォーク in 南会津」を実施します！
● 元気発信！会津 「東北の鉄道応援」チャリティー写真展 in 芦ノ牧温泉駅
３）会津鉄道からおすすめ情報
● AIZU MOUNT EXPRESS アテンダントデビュー1 周年
４）会津のいいモノ★セレクション●車麩［西会津町］
５）大内宿からラブレター●分家扇屋（田沼商店）
６）会津の郷土料理●ふきけんちん
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

１）知っ得！話題●
「会津鶴ヶ城鳥瞰図」でお城の魅力を発見！
赤瓦の鶴ヶ城がお目見えし、会
津藩祖・保科正之公生誕 400 年を
迎えた今年。
会津観光をさらに楽しむアイ
テムに、江戸時代の鶴ヶ城を上空
から眺めた絵図「会津鶴ヶ城鳥瞰
図」が登場しました。
支店開設 70 周年を迎えた地元
の東邦銀行が、現存する屏風絵や
古写真をもとにして昭和 59 年に
描かれた絵図を復刻版として限
定発行。裏面には鶴ヶ城の歴史や
城内の見どころも紹介され、鶴ヶ城散策や観光にも便利な一枚です。当時の面影
を探しながら鶴ヶ城の魅力を発見してみませんか。
◎主な配布場所…東邦銀行会津方部各支店窓口、会津若松市観光公社 など
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
●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」
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
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
●列車内でインターネットが利用できます！ Wi‑Fi 利用サービス開始！
開始日／平成 23 年 6 月 1 日（水）から
場 所／AIZU マウントエクスプレスの指定車両内
会津鉄道では、6 月 1 日より指定車両内での Wi‑Fi
無料サービスを開始いたします。
仕事に、ゲームに、列車に乗る楽しみが増えます。
インターネット閲覧、メールチェックなど列車での移
動時間を有効にご活用ください。
※ご利用の際には、車掌にお申し出ください。
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=170
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

２）イベント情報
●新緑の丘を可憐に彩る「第28回ひめさゆり祭り」
【これからイベントのイチオシ情報！】
開催日／平成 23 年６月 1 日（水）〜15 日（水）
場所／喜多方市熱塩加納町・ひめさゆりの丘
緑が芽吹く緩やかな丘に、やさしい薄紅色の
ヒメサユリが咲く頃。喜多方市熱塩加納町では
約 30 万本が自生する「ひめさゆりの丘」をメイ
ン会場に、「ひめさゆり祭り」が開催されます。
期間中はポスター写真コンテストや、ステー
ジイベントも予定。初夏の風にゆれる可憐なヒ
メサユリを眺めながら、のんびり楽しむ散策も
おすすめです。
お問い合わせ先／ひめさゆり祭り実行委員会
TEL0241‑36‑2115
※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。

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
●「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）
集合受付／
会津田島駅 9:30〜11:00
ゴール受付／
中荒井駅 13:00〜15:10
費 用／参加費無料
参加記念プレゼントがあります。
（写真はイメージです。）
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！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
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
●元気発信！会津 「東北の鉄道応援」チャリティー写真展 in 芦ノ牧温泉駅
開催期間／平成 23 年日 6 月 5 日（日）〜6 月 26 日（日）までの土曜・日曜
時
間／9:00〜17:00
（初日のみ 12:00 開始）
場
所／会津鉄道 芦ノ牧温泉駅
（旧トロッコ車両内）
プロの鉄道写真家、東日本各地で活動し
ている鉄道写真愛好家の有志による作品
を展示・一部を販売し、その収益を被災
された鉄道に寄付いたします。
会場では各鉄道会社のオリジナルグッズ販売や募金箱の設置も行います。
主催：お問い合わせ／会津きどうしゃ愛好会 Mail : s‑uono@ymail.plala.or.jp
後援：会津鉄道株式会社
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=355
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

3）会津鉄道からおすすめ情報
●AIZU MOUNT EXPRES アテンダントデビュー1 周年
【会津鉄道からおすすめ情報をお届けします！】

AIZU MOUNT EXPRESS アテンダントデビュー1周年
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=393

●ばす駅長Ｍｅｅｔ切符発売！(6/1〜7/31)
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=135
●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
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●【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
●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/docs̲tobu/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/

●らくらく♪スイスイ♪電動アシスト自転車レンタルをご利用下さい！!
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=769
●「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
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●会津鉄道イベントカレンダー 6・7月号が出来ました！
[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！
ご覧ください！
[デジタルブックはこちら！] http://www.tobu.co.jp/marco/
●「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）
（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）会津のいいモノ★セレクション◎車麩［西会津町］
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】
古くは冬場の保存食として利用され、現在
でも会津地域で食されている「車麩」は、丸
いドーナツ型の焼き麩。小麦強力粉とグルテ
ンのみを使った生地を焼き棒に巻付けてじっ
くりと炭火焼きした麩は、しっかりした歯応
えで煮物や汁物にぴったり。
職人の手技が生み出す伝統の味です。
お問い合わせ先／
丸十製麩本舗 TEL＆FAX0241‑45‑3428

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

5）大内宿からラブレター

from 田沼 一俊（分家扇屋
【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】

田沼商店）

「歴史ある大内宿で、お店を継承する三代目となり七年になります。」
分家扇屋は大内宿に一軒のみの日用雑貨・たばこ
屋「田沼商店」として50年前から営業を始めていま
す。
当店の人気商品は銘菓「ごまみそせん」、昔なが
らの懐かしい味「手作りしそ巻き」です。
しそ巻きは味噌、ゴマ、
くるみ、一味唐辛子をしそ
で包み油で揚げた一品。あ
ったかいご飯に、お弁当の
おかず、酒の肴に美味なしそ巻きはとてもよく合います。ど
ちらも店先で試食できます。外の縁台でゆっくり味わってく
ださい。
三代目となり七年。分家扇屋向いでマップに載らない独自の
お店も開いています。会津の伝統工芸品を広く知ってほしい
との思いから、会津桐下駄、会津木綿などを並べ、桐下駄は
気に入った鼻緒をその場で取りつけてお渡ししています。
自分たちの世代は大内宿をどのように保存、発展できる
か？大内宿の人や生活がここにある、という発信も常に頭の
中に巡っています。
・銘菓「ごまみそせん」…１袋（15枚入）530円
１箱（24枚入）930円
・手作りしそ巻き……１パック（12本入）600円
●定休日／不定休
●営業時間／8：30〜17：00
●お問合せ／分家扇屋（田沼商店） TEL/FAX（0241）68‑2916
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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。

●ふきけんちん
［材

料］

ふき…200g
サラダ油・しょうゆ・酒・七味唐辛子…適宜

［作り方］
①ふきは皮をむき、４〜５cmの長さに切り、
茹でる。
②鍋に油を熱し①を炒める。
③しょうゆ、酒で味付けし、好みの柔らか
さに煮る。
④好みで七味唐辛子を添える。
［ワンポイント］
ふきは塩漬けすれば保存が可能です。砂糖を加えてお茶うけや、濃いめに味付
けして佃煮風にすれば、おにぎりの具としてもぴったりです。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

［編集後記］
緑豊かな会津地方では、渓流釣りやトレッキングなど、さまざまなアウトドア
スポーツを楽しむことができます。高山植物の可憐な花も次々と見頃をむかえる
この季節。大自然を満喫したいという方にぜひおすすめです。
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