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 会津あかべぇ通信 Vol.65  
2011年6月15日発行 

 
いま会津は原発の風評で観光客激減の状態です。 
 メルマガ会員の皆さま、ぜひ一度会津にお越しいただき、会津の素晴らしさ
を堪能し、帰られてから周囲の方々に会津の良さをお披露目ください！ 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）知っ得！話題 
●夏の『まち歩きスイーツ』9月 30 日まで開催！ 
●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 
●会津ではじめてのブックイベント『Book! Book! AIZU』開催 
●会津鉄道サイクリングイベント 参加者大募集！ 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道 西若松駅 
４）会津のいい湯★セレクション●高郷温泉［喜多方市］ 
５）大内宿からラブレター●脇本陣 富屋 
６）会津の郷土料理●やせうま 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題 
●夏の『まち歩きスイーツ』9月 30 日まで開催！ 
 
開催期間／２３年６月１日（水）〜９月３０日（金） 
 
 会津若松市中心部の町並み散策を楽
しみながら、老舗菓子店のイチオシ和菓
子や、会津産の素材を使ったスイーツセ
ットがお得に楽しめるイベント「まち歩
きスイーツ」が開催中！ 
 イベント参加店では、期間中ワンコイ
ン（500 円）で各店自慢のスイーツを味
わえるお得なメニューを用意。台紙に２
個スタンプを集めると、その場で「チョ
ッピリ景品」が当たるお楽しみクジと、
温泉宿の宿泊券素敵な景品が当たる抽
選の W チャンスが！ また、スタンプ済
みの台紙持参で、東山温泉と芦ノ牧温泉
の参加宿泊施設で日帰り入浴を５００
円で楽しめます。会津の夏を美味しく散策するスイーツ巡りをお楽しみ下さい。 
 
お問い合わせ先／ 
会津若松観光物産協会インフォメーションサポートセンター 
TEL0242-36-5043 
[情報はこちら！] http://www.aizukanko.com/ 
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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 

 
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。 
 
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 
●会津ではじめてのブックイベント『Book! Book! AIZU』開催 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
開催日／平成 23 年６月 20 日（月）〜26 日（日） 
会場／紀州屋 1934（会津若松市大町）、會津稽
古堂ほか  
 「会津のまちで、本に出会う。」をコンセプ
トに、会津若松市を中心に本とまちとこころを
結ぶイベントが開催されます。 
 本にまつわる楽しいワークショップ（会津木
綿ブックカバーづくり、和綴じ本×小枝えんぴ
つ講座等）のほか、一日かぎりの古書店主体験
（一箱古本市）やブックイベントの全貌を解き
明かすトークショー（ゲスト：南陀楼綾繁×北
尾トロ×えのきどいちろう）など楽しい催しが
いっぱいの一週間。 
詳しくは公式 HP をご覧ください。 

 
お問い合わせ先／ 
Book!Book!AIZU 実行委員会 
bookbookaizu@gmail.com 
または会津若松市商工課 0242-39-1252  
[情報はこちら！] http://bookbookaizu.main.jp 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

●会津鉄道サイクリングイベント 参加者大募集！ 
 【これからの会津鉄道イベントのイチオシ情報！】 
 
『第 5回 新緑の会津田島～西若松 サイクルトレイン』 
開催日／平成 23 年日 6月 25 日（土）  
集合受付／西若松駅 7:50～ 
参加費／1,500 円（保険料含む） 
電動アシスト自転車レンタル料 1,500 円 
（集合駅まで列車ご利用の場合は 500 
円割引） 
募集人数／40 名  
 
全行程 50km。新緑の中、会津路の自 
然と名所を巡りませんか？ 
 
お問い合わせ／ 
会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5886 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=381 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

会津鉄道 西若松駅  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=370 
 
 

 
 
●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 
 
●【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 
 
●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 
 
●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 
 
●AIZUマウントエクスプレス指定列車内でWi-Fi利用サービスをしております。  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=170 
 
●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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●「東北の鉄道応援」チャリティー写真展  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=355 
 
●会津鉄道イベントカレンダー 6・7月号  
[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 
[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）会津のいい湯★セレクション◎高郷温泉［喜多方市］ 
 【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】 
 

 喜多方市の西部、飯豊山を望む山裾の
高台に湧出する高郷温泉。日帰り入浴施
設の「ふれあいランド高郷」では、湯船
に地元産の荻野石を使った内湯のほか、
露天風呂や、日替りの薬草風呂、泡風呂
などが楽しめます。泉質は肌への刺激が
少ないアルカリ性単純温泉。湯上がりに
は休憩所でのんびりとしたひとときを。
食堂で味わう地元の名人が手打ちした
高郷雷神そばもおすすめです。 
 
お問い合わせ先／ふれあいランド高郷 TEL 0241-44-2888 ※毎週火曜休 
[情報はこちら！] http://www.frtspa.co.jp/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 鈴木リン（脇本陣 富屋）  
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 

「花が大好きです。店先では今レンニョウ、オオテ
マリ、藤が見頃ですよ。」 
 一番の人気は、会津木綿を素材とした手づくりの
上着。会津木綿の反物を冬の間手縫いで上着に仕立
てるんですよ。春になり店先に並べると待っていて
くれたように売れていきます。 
 作務衣の上下等、オーダーメイドでの注文も受け
ています。食堂の仕事着な
どにされているようです。

お客さまの口コミで広がり、本当にありがたく嬉しい限りで
す。一週間ほどでお渡しできるよう頑張っています。夏は通
気性が良く、冬は暖か。そんな手づくりの上着を生地から選
んでつくりませんか？   
また会津田島産の木工品もおすすめです。どっしりとした重
厚感と美しいツヤの日用品は本物の一品です。 
 他にもあけびづるや竹製カゴ等の地場産品、田んぼを転作してつくったそば粉等、
「会津の物産」を見に来ませんか？ 
 
・会津木綿上着（手縫い）…１着 7,000円 
・会津木綿エプロンドレス…１着 3,500円 
・会津木綿前かけ……………１枚 2,000円 
・会津木綿作務衣（手縫い）…ご注文に応じてお仕立てします。 
 
●定休日／不定休 
●営業時間／8：00～17：00 
●お問合せ／脇本陣 富屋 TEL（0241）68-2951 
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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。 
 

●やせうま 
 
［材 料］（約10コ分） 
もち米粉…1合 
うるち米粉…1合 
よもぎ…適宜 
砂糖・つぶあん…適宜 

 
［作り方］ 
①よもぎは茹でて水気を切り刻んでおく。 
②もち米粉とうるち米粉を混ぜ、熱湯を注

ぎながら捏ねて生地をまとめ、①をすりこぎ棒でつき混ぜるようにしてよく捏ね
る。 
③生地を小分けにし、蒸し器に並べて蒸し冷ます。 
④卵大にちぎって小判型に伸ばす。 
⑤あんを包み、半月型に形を作る。 
 
［ワンポイント］ 
田植えの頃に作られ、農作業のおやつとして食べられていました。オーブント

ースターなどで焼いても香ばしい美味しさを楽しめます。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
爽やかな風が吹く初夏。会津の山もひと際鮮やかな緑に包まれ、山野草の可憐
な花を眺めながらトレッキングやハイキングを楽しむ人々で賑わいます。会津の
自然に親しむ週末はいかがですか？ 


