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暑さを吹き飛ばす元気なお祭りが沿線各地で開催されます。皆で参加し、盛
り上げていきましょう！
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１）知っ得！話題
●お得なフリーパスで「喜多方発 21 世紀シアター」を満喫！
●7 月 22 日（金）
・23 日（土）
「夏だ！祭りだ！半額だ！！」
割引きっぷで会津田島祇園祭へ行こう！
●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
●夏の只見で自然と遊ぼう！親子で楽しむ「水の郷まつり」
●元気発信！楽しもごう ふるさと祭り
●『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』
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［下郷編］筆文字工房 へつり庵
４）会津のいい湯★セレクション●ふれあいパーク喜多の郷［喜多方市］
５）大内宿からラブレター●本家 扇屋
６）会津の郷土料理●鯨汁
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

１）知っ得！話題
●お得なフリーパスで「喜多方発 21 世紀シアター」を満喫！
蔵のまち喜多方の市内各所を舞台に、８月５日〜８
日の４日間、全国から集まった伝統芸能・大道芸・演
劇などのプロ集団が楽しいステージを開催します。
観覧料は１公演 1000 円。お得なフリーパス（4000
円）なら期間中どの会場でも自由に観覧できます。ご
家族や友達とプログラム片手に巡るライブ感いっぱい
のアートフェスティバル。夏休みの思い出づくりにも
おすすめです。
『喜多方発 21 世紀シアター』
・開催日／平成 23 年 8 月 5 日（金）〜8 日（月）
午前 10 時〜午後 8 時
・会場／喜多方プラザほか、喜多方市内各所
・フリーパス 4000 円 1 公演券 1000 円 回数券（5 枚綴り）4000 円
お問い合わせ先／喜多方発 21 世紀シアター実行委員会 TEL0241‑24‑4611
[情報はこちら！] http://www.kitakataplaza.jp/k21st/
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●7 月 22 日（金）
・23 日（土） 「夏だ！祭りだ！半額だ！！」
割引きっぷで会津田島祇園祭へ行こう！
実施期間／平成 23 年 7 月 22 日（金）
・23 日（土）
会津田島駅を乗降駅とする券面区間（会津鉄道線
内のみの発売）の乗車券が下記の場合半額になりま
す。
※割引対象者は大人のみとなります。
・会津田島祇園祭チラシ（右のチラシ）を
ご提示のお客さまは乗車券が半額！
・浴衣でご乗車していただいたお客さまは
乗車券が半額！
・被災者証明書等をご提示のお客さまは
乗車券が半額！
お問い合わせ先／
会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242‑28‑5886
会津田島駅
TEL 0241‑62‑0065
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=810
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

●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
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=88

・スリーワンきっぷ
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=517

・会津鉄道＆猿游号で行く大内宿共通
割引きっぷ
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95

※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。
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=795
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
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

２）イベント情報●
夏の只見で自然と遊ぼう！親子で楽しむ「水の郷まつり」
【これからイベントのイチオシ情報！】
『2011 奥会津・只見 水の郷まつり』
開催日／平成 23 年 7 月 30 日（土）正午〜
会場／水の郷只見川公園
只見の川原から拾い集めた小石に自分の好
きな絵を描く「ストーンペインティング」や、
「イワナつかみ大会（大人 1000 円、子供 500
円）
」など親子で楽しめるイベントや、おいし
さいろいろの屋台が多数出店。午後 7 時から
は、お笑いエンタ集団 みちのくボンガーズ
によるライブショーも開かれ、夏の夜空を彩
る花火でクライマックスを迎えます。
その他、体験型イベントとして 7 月 30 日
（土）・31 日（日）の２日間、伊南川でのラ
フティングや沼ノ平トレッキングも開催。
※体験型イベント［ラフティング・沼ノ平ト
レッキング］は事前予約制・有料。
お問い合わせ先／只見町商工会 TEL0241‑82‑2380
只見町観光まちづくり協会 TEL0241‑82‑5250
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
●元気発信！楽しもごう ふるさと祭り
【これからイベントのイチオシ情報！】
『第 6 回 下郷ふるさと祭り＆第 10 回 YOSAKOI ソーランジュニア東日本大会』
開催日／平成 23 年 7 月 30 日（土） 前夜祭（宵夜祭） 花火大会
7 月 31 日（日） 第 6 回 楽しもごう下郷ふるさと祭り
第 10 回

よさこいソーランジュニア東日本大会

開催場所／大川ふるさと公園 福島県南会津郡下郷町大字沢田下林 1888
[アクセス] http://shimogo‑sk.or.jp/map.html
※開催当日は、大変混雑することが
予想されます。ご来場の際は、公共
交通機関の会津鉄道をご利用してい
ただきますようご協力お願いいたし
ます。
会場は会津鉄道「ふるさと公園駅」
より徒歩 3 分です。
お問い合わせ先／
下郷町商工会 TEL 0241‑67‑3135
[情報はこちら！] http://shimogo‑sk.or.jp/index.html
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
●南会津町・下郷町の子供伝統芸能が西若松駅で見られます！
【これからの会津鉄道の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〜
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
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

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[下郷編] 筆文字工房 へつり庵
【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［下郷編］ 筆文字工房 へつり庵
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=811

●7月22日（金）・23日（土）会津田島祇園祭割引きっぷ
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=810
●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
●7/1(金)〜 コロプラキャンペーン期間延長のお知らせ
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=396

4

●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/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/

●「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
●「会津本郷せと市ウォーク」実施します！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=605
●7/27(水)〜8/2（火） 富山会「能面展」開催
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=543
●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
●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

●「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
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●行列のできる店あの『牛乳屋食堂』のソースカツ丼が車内で食べれる！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=841
●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=840
●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/
●「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/

◎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/
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

4）会津のいい湯★セレクション◎ふれあいパーク喜多の郷［喜多方市］
【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】
国道 121 号沿いにある道の駅・喜多の郷は、敷地内に温泉があることでも知ら
れています。地元民も多く訪れる「蔵の湯」は、蔵風の外観に高い天井と大きな
窓が開放的な日帰り入浴施設。泉
質 は肌が すべ すべに なる とい う
「メタケイ酸」を含んだ単純温泉
です。
湯上がりには、味自慢の手打ち
そばが楽しめる軽食処「はくちょ
う」や、畳敷の大広間でゆったり
と休息を。隣接のレストラン「ふ
るさと亭」ではご当地 B 級グルメ
「ラーメンバーガー」も味わえま
す。
お問い合わせ先／蔵の湯 0241‑21‑1526
[情報はこちら！] http://www.furusatosinkou.co.jp/
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

5）大内宿からラブレター

from 浅沼喜恵子（本家
【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】

扇屋）

「いつご飯食べてんの？と言われるほどお客さまと話すのが好きなんだなぁ」
19歳でお嫁に来て、ずっと働き通し。何より人と
話し、つながることが楽しくて、これが一番自分に
合った仕事だ。
大内宿の名物「きいこおばや」としてテレビや雑
誌の取材に関わり大内宿や下郷町、会津を全国に向
けて語っています。たくさんの出会いや縁に恵まれ、
ありがたいくらい。
最近の印象深い出会いは、広島県尾道市在住の高
名な画家の方。
3月の震災で観光客が激減した会津を応援してくださると福を招く縁起猫「福石猫」
と絵をいただいた。
さらには体内の安全を考えた「酵素玄米フレーク」が送られて来た。これを必要と
している人がたくさんいるのでは？と、どうしたら良いか思案中です。
今日のご縁、明日の出会いに自分の使命があると思い、できることをやっていこう
と日々奮闘してます。
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●ご案内／宿泊20名様収容 客室７室 いろり部屋（夜・朝食事用）駐車場完備
●宿泊料金／大人お1人様7,500円 子供お1人様7,000円
●定休日／不定休
●営業時間（民芸の店）／9：00頃〜16：30
●お問合せ／蔵の民宿 本家 扇屋 TEL/FAX（0241）68‑2945
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

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！】

●鯨汁
［材

料］（5人分）

塩鯨…50g
じゃがいも…中サイズ２コ
ニンジン…小サイズ1/2コ
玉ねぎ…中サイズ２コ
いんげん…４本
みそ…適宜

［作り方］
①塩鯨は水洗いし１cm幅くらいに薄切りにする。
②じゃがいも、ニンジンは皮をむき一口大の乱切りにする。
③玉ねぎは皮をむき、くし切りにする。
④いんげんはすじを取り半分に折って硬めに茹でておく。
⑤鍋に水を入れ②、③を煮る。
⑥野菜が柔らかくなったら①を加え煮る。
⑦茹でておいたいんげんを加え、味噌で味付けする。
［ワンポイント］
初夏の味わい、新じゃがいもが収穫される頃に作られる、具だくさんの汁物で
す。
夏バテ防止のスタミナ食です。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

［編集後記］
涼をもとめて緑の森林を歩くトレッキングや渓流つりなどのほか、親子で楽し
めるイベントも盛りだくさん。夏の会津をぜひお楽しみください。
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