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 会津あかべぇ通信 Vol.66  
2011年6月30日発行 

 
全国的に復興・支援活動の輪が広がる中、「会津から元気を！」と皆が頑張っ
ています。 
夏休みにはたくさんの人が会津を訪れてほしいと願っております。 
緑深まる夏の風景を見に来ませんか？ 

 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）知っ得！話題 
  ●観覧席の予約がスタート、華やかな「会津藩公行列」をゆったり見物！ 
  ●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 
●豊かなブナの森や伝説の残る村風景を歩いて楽しむ２日間 
●駅や鉄道に親しみ、夏を楽しむイベントに参加しよう！ 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●スタイルのあるしごと 会津鉄道沿線［会津若松編］株式会社 お菓子のアトリエ 
４）会津のいいモノ★セレクション●米粉麺しぶきっこ［猪苗代町］ 
５）大内宿からラブレター●分家 扇屋 
６）会津の郷土料理●しそ巻き揚げ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題●観覧席の予約がスタート 
      華やかな「会津藩公行列」をゆったり見物！ 
 
日時／平成 23 年 9 月 23 日（金） 
場所／鶴ヶ城ほか、会津若松市内 
 会津の秋の風物詩「会津まつり」の中
心イベント、会津藩の時代衣装に身を包
んだ隊列が市内の目抜き通りをねり歩く
『会津藩公行列』は毎年多くの見物客で
賑わいます。今年は会場の３カ所に行列
見物を堪能できる観覧席が登場。 
各会場とも申込先着順で席数限定のた

め、希望の方はお早めに！鶴ヶ城本丸を
舞台にした出陣式や、殺陣や演舞が披露
されるクライマックスを、間近にゆった
り楽しんでみませんか。 
◎平成 23 年度会津まつり観覧席券の料金［大人・子供同額］ 
【午前】鶴ヶ城内（100 席限定）1,200 円・神明通り（80 席限定）1,000 円 
【午後】中央通り（90 席限定）1,000 円 
 ※あかべえうちわ、起き上がり小法師のおみやげ付。 
 
お問い合わせ先／ 
 会津まつりについて… 会津若松観光物産協会 TEL0242-24-3000 
[情報はこちら！] http://www.aizukanko.com 

 観覧席について… 会津バス A・T・S TEL0242-24-6666 
[情報はこちら！] http://www.burari-aizu.com/a-festival/ 
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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●豊かなブナの森や 
       伝説の残る村風景を歩いて楽しむ２日間 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『第２回 尾瀬檜枝岐ぶなの森ウォーク』（がんばろう福島！ふくしま復興イベント） 
開催日／平成 23 年 8月 27 日（土）・28 日（日）の 2日間 
会場／檜枝岐温泉周辺 
 平家の落人説が残る檜枝岐村の風景を楽し
みながら歩く５キロコースや、ぶなの森と名
瀑を巡る 17 キロコースのほか、ふくしま遊歩
道 50 選「沼田街道」を歩く２９キロコースま
で、誰でも参加できる５コースを設定。 
自分のペースやスタイルで自然をゆったり

楽しみながら、チェックポイントを巡り歩く
ウォーク大会です。 
この夏の思い出づくりに、ぜひご家族で参

加してみませんか？ 
 
【8 月 27 日（土）開催】 
 ・平家の落人説の残る村とミニ尾瀬公園を
歩く 12km コース 
 ・平家の落人説の残る村を歩く 5km コース 
【8月 28 日（日）開催】 
 ・ふくしま遊歩道 50 選「沼田街道を歩く」29km コース 
 ・名瀑をめぐりぶなの森を歩く 17km コース 
 ・燧ヶ岳を望み渓流沿いを歩く 7km コース 
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◎参加費／大人 2,000 円、小学生 1,000 円※当日参加は 500 円増 
※東日本大震災の被災地域居住の方々は無料  
※参加費は１日のみ、両日参加にかかわらず同額。 
●事前申込締切／平成 23 年 8 月 22 日（月）消印有効 
 ※詳しい参加申込方法は下記まで。 
 
お問い合わせ先／尾瀬檜枝岐ぶなの森ウォーク実行委員会 
        TEL0241-75-2432 
[情報はこちら！] http://www.oze-info.jp/  
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

●駅や鉄道に親しみ、夏を楽しむイベントに参加しょう！ 
 【これからの会津鉄道イベントのイチオシ情報！】 
 
『西若松駅夏祭り 
 同時開催 西若松駅完成 5周年記念イベント 子供伝統芸能まつり』 
開催日／平成 23 年 7月 17 日（日） 
会 場／西若松駅東口広場  
オープニングセレモニー  15:00～ 
  
 プレ会津田島祇園祭子供歌舞伎と下郷町「郷人
こめら」、全国大会に出場する「田島太鼓クラブ
龍巳会」による伝統芸能にふれ、元気をもらいま
しょう！ 
他にもいろいろなアトラクションや模擬店も

開かれます。ぜひご参加ください！  
 
お問い合わせ先／ 
西若松を愛する会 佐藤  
TEL 0242-28-5885 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=363 
 
 
『ワクワク♪ドキドキ♪深沢鉄橋＆桑原トンネルハイキング』 
開催日／ 
平成 23 年 7月 27 日（水）・28 日（木） 
集合場所／会津鉄道 西若松駅改札前         

 午前 9時 20 分集合        
 会津鉄道 会津田島駅改札前              
 午前 9時 30 分集合 

参加費／500 円（保険料込み） 
※集合駅から芦ノ牧温泉南駅までの往復運賃は各
自負担となります。 
歩行距離／約 5km  
所要時間／約 4時間 30 分 
募集定員／各日 50 名 
（定員になり次第締め切らせていただきます）  
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普段は歩くことのできない鉄道施設（レール＆トンネル）をコースに取り入れ
たハイキングです。 
 
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=372 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

3）会津鉄道からおすすめ情報 
●スタイルのあるしごと 
   会津鉄道沿線[会津若松編] 株式会社 お菓子のアトリエ 
【会津鉄道からおすすめ情報をお届けします！】 

 
 
 
 
 
 
 

 
スタイルのあるしごと 
会津鉄道沿線［会津若松編］ 株式会社 お菓子のアトリエ」  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=765 
 
 

 
 
●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 
 
●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/ 
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●「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 
 
●列車でGO！運転体験ができる！ ハッピートレイン  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=724 
 
●会津鉄道イベントカレンダー 7・8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.29  7・8月号 
[デジタルブックはこちら！] http://www.tobu.co.jp/marco/ 
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●「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◎ 
           米粉麺しぶきっこ［猪苗代町］ 
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 
 猪苗代産のひとめぼれを原料にした米粉麺『しぶきっこ』。もちもちの食感とつ
るんとしたのど越しの麺は、調理も手軽で３
分茹でるだけ。 
暑い夏には冷水でしめてざるそば風にさっ

ぱりと。辛みのきいた熱々のエスニック風ス
ープとも相性抜群です。 
和・洋・中華の味わいで、料理のレパート

リーを増やしてみませんか？ 
 
・米粉麺『しぶきっこ』120g×２…450 円 
◎主な販売所…フレッシュいわはし 
 
お問い合わせ先／翁島庵 0242-22-2767  
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 浅沼恵子（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】 
 
「美容と健康に当店おすすめの黒豆茶。一杯飲んで休んで行きませんか？」 

 香ばしくてほんのり甘い「黒豆茶」はリピーター
が多い人気のお茶です。 
 黒豆茶にはイソフラボン、ポリフェノールなどや
血液をサラサラにしてくれる成分が多く含まれて
います。利尿作用も有り毒素を体外に排出するとい
われています。 
 ノンカフェインなので妊婦さんからお子様まで
安心してお飲みいただける当店一番のおすすめ商
品です。    

会社勤めから分家扇屋を任され10年ほどになります。    
家の座敷を開け放ち地元のお土産品、物産品等を並べていい
ます。    
大内宿の中には「分家扇屋」が数軒ありますが、当店は大内
宿入口から左に３軒目です。茅葺き屋根が有名な中でトタン
屋根の当店は、大内宿が国の重要伝統的建造物群保存地区に
指定される前に建築されたためです。 
 
・黒豆茶…１袋 630円 
・そば茶…１袋 320円 
 
●定休日／不定休 
●営業時間／8：00～17：00 
●お問合せ／分家 扇屋 TEL（0241）68-2949 
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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。 

●しそ巻き揚げ 
 
［材 料］（約10コ分） 
青しそ…30枚 
小麦粉…350g 
味噌…70g 
砂糖…50g 
水…１カップ 
油（揚げ用）…適宜 

 
 

 
［作り方］ 
①青しそは、水洗いし水気をふき取っておく。 
②小麦粉、味噌、砂糖、水を混ぜて生地をつくる。耳たぶくらいの固さを目安に。 
③青しそ２〜３枚を広げ、生地をのせて巻く。 
④油を熱し、③をゆっくり揚げる。 
⑤竹串を刺して生地がついてこなければ出来上がり。 
 
［ワンポイント］ 
青しその爽やかな香りと甘味噌の味わいが絶妙な、初夏のおやつです。青しそ

で巻く生地をハンバーグのタネにかえれば、ビールと相性ばつぐんのおつまみに。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
会津も梅雨入りをむかえました。雨の日が多くなるこの時期は、初夏を彩る花
がひと際鮮やかに咲く季節でもあります。お気に入りの雨傘をお供に、しっとり
とした旅情あふれる会津旅はいかがでしょう。 


