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 会津あかべぇ通信 Vol.68  
2011年7月31日発行 

 
「会津の夏」が本番を迎えました。花火の如く熱く、元気で、多彩な短い夏。 

 そんな会津に来てみませんか？心に残る思い出に必ず出会えることでしょう。 
 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
まいりますので、どうぞお見逃しなく！ 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１）知っ得！話題 
●夜の大内宿をそぞろ歩く「月下の大内宿散策ツアー」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 
●夏の風物詩「会津本郷せと市」で掘出し物の逸品を探そう！ 
●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［会津若松市・芦ノ牧温泉南駅編］ 
   ギャラリー青冬蔵（そよごのくら） 
４）会津のいいモノ★セレクション●ナツハゼ茶［猪苗代町］ 
５）大内宿からラブレター●大内宿観光駐車場 
６）会津の郷土料理●ぬた餅 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題●夜の大内宿をそぞろ歩く 
「月下の大内宿散策ツアー」開催 

 
 江戸時代の雰囲気を今に残す大内宿の街並み。
昼間の賑わいとはまたひと味違った雰囲気を楽
しめる、夜の散策ツアーが８月２８日（日）ま
で開催されます。天候次第ではロマンチックな
ホタルや満天の星にであえるかも？ 
散策の後は民家の中でくつろげるお茶の振る

舞いもあります。静かな大内宿の夜をそぞろ歩
いてみませんか。 
 
・参加対象…芦ノ牧温泉・東山温泉に宿泊の方 
・申込方法…宿泊施設に当日６時までに申込 
・参加費…１名 1,500 円 
 
お問い合わせ先／芦ノ牧温泉観光協会  
TEL 0242-92-2336 
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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 

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 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報● 
夏の風物詩「会津本郷せと市」で掘出し物の逸品を探そう！ 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『会津本郷せと市』 
開催日／平成 23 年８月７日（日）午前４時〜正午 
会場／会津美里町本郷地区・瀬戸町通り 
 400 年の伝統を誇る会津本郷焼。多くの窯元が点在する町の中心部、瀬戸町通
りを会場に夏の恒例イベント「会津本郷せと市」が開催されます。通りに並ぶ約
100 のテントでは、早朝４時から茶器や日用食器などの新作やきものや、お値打
ち品を通常よりも安価で販売。 
会津本郷焼の窯元を中心に県内外の

やきもの産地からも多くの窯元が参加
します。そのほか、地元産の朝採り野
菜の販売やチャリティーオークション
も開催。気に入りの器をお得に購入で
きるこのチャンスに、ぜひ足を運んで
みませんか。 
 

お問い合わせ先／会津本郷せと市実行
委員会 TEL0242-56-3007 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

３）●駅や鉄道に親しみ、夏を楽しむイベントに参加しよう！ 
【これからの会津鉄道関係イベントのイチオシ情報！】 
 
『会津本郷せと市ウォーク』 
開催日／平成 23 年 8月 7日（日） 
集合受付／会津鉄道 西若松駅  
受付時間／8:00～ 
参加費／500 円（保険料など） 
募集定員／40 名 
  
 年に一度開催される夏の風物詩「会津本郷せと
市」をウォーキングで見に行きませんか？    
 せと市を自由散策後、窯元「流紋焼」にて工場
内を見学。 
せと市ポストカードと起上り小法師を参加さ

れた方に差し上げます。ぜひぜひご参加くださ
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=605 
 
 
『がんばれ東北！応援大貸切列車』 会津鉄道にて運行！ 
どつぼ列車×株式会社片上鉄道／会津鉄道株式会社＝「しらさぎ 2号」 

 
開催日時／平成 23 年 8月 20 日（土）～21 日（日） 
20 日（土）11：15 会津田島駅集合 
21 日（日）15：21 会津田島駅解散 
開催場所／ 
会津鉄道 会津田島～芦ノ牧温泉        
参加定員／120 名さままで 
参加費用／ 
大人１名  15,000 円 
小学生以下 12,000 円 
（運賃・特製弁当一食・記念品数点・一泊二食
付の宿泊費・諸経費を含む） 
内容／ 
会津鉄道貸切列車乗車と周辺地区での宿泊 
 
参加方法／ 
株式会社片上鉄道ホームページよりお申し込
みください。   

[参加方法はこちら！] 
http://www.katatetsu.co.jp/tohoku2.html 
 
[株式会社片上鉄道] 
http://www.katatetsu.co.jp/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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[会津若松市・芦ノ牧温泉南駅編] 
                      ギャラリー青冬蔵（そよごのくら） 
  【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［会津若松市・芦ノ牧温泉南駅編］ 
            ギャラリー青冬蔵（そよごのくら）  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=830 
 
 

 
 
●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 
 
●4/2（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/ 
 
 

 
 
●「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 
 
●7/30～8/27までの毎週土曜日 冷えひえビール列車運行！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=540 
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●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 
 
●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 
 
●9月3日（土）電動アシスト自転車＋My自転車で行く「猿楽台地そば畑と観音沼サイ
クリング」  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=394 
 
●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 
 
 

 
 
●7/26（火）から受付開始！ 列車車窓・駅からのフォトコンテスト２０１１夏  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=816 
 
●「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=840 
 
●会津鉄道イベントカレンダー 8・9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～ 

 
 
◎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 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

4）会津のいいモノ★セレクション◎ナツハゼ茶［猪苗代町］ 
 【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 
 『ナツハゼ』は日本の山地に自生する低木落
葉樹。目の健康維持などによいとされる成分
『アントシアニン』が、ブルーベリーの約６倍
以上と豊富に含まれています。 
ブルーベリーに似た小さな実を乾燥させて

作ったお茶は、爽やかな酸味が夏にぴったり。
ホットはもちろん、冷やしても美味しい一杯で
す。 
 
◎主な販売所／会津ブランド館など 
・ナツハゼ茶（ティーバッグ３g×６袋入）…420 円 
 
お問い合わせ先／なつはぜ園おぐら TEL0242-64-3329 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 大内宿観光駐車場 
 【大内宿の観光を支える観光駐車場を紹介いたします】 
 
「お客さまへの対応に一番神経を使います。」 
 

 山間にひっそりとたたずむ村「大内宿」は、
江戸時代の宿場の町並みを今に残す全国でも
数少ない集落として、観光シーズンには約 6km
先の国道まで渋滞する人気スポットです。 
 地元を中心とする 8 名のスタッフで運営し
ています。 
 大内宿周辺のことなどもお気軽にお尋ねく
ださい。 
 観光シーズンには、駐車場出入り口も混雑

しますので、お時間に余裕を持っておいで下さい。 
 思い出に残る楽しい観光になるような対応に心掛けています。 
 
●大内宿有料駐車場のご案内 
※第 1・2・3駐車場 
 大型バス 1000 円／15 台（第 1駐車場） 
 マイクロバス 500 円／3台（第 1駐車場） 
 普通車 300 円／238 台（第 1・2・3駐車場）  
※無料駐車場 
 大内宿の上下に約 180 台の無料駐車場があります 
※車椅子を無料で貸し出しております。ご利用ください。（6台） 
●営業時間 
 8：00～17：00（土日などはお客さまの状況により営業時間が前後いたします） 
 年中無休 
●お問合せ 
 大内宿観光協会 駐車場運営委員会 TEL/FAX（0241）68-3611 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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！】 
 

●ぬた餅 
 
［材 料］（10個分） 
餅…1kg 
枝豆…500g 
砂糖…130g 
塩…少々 

 
［作り方］ 
①枝豆を茹で、さやから豆をはじき甘
皮をとる。 

②豆をすり鉢に入れよくつぶす。 
③砂糖、塩を加えて調味し、ちぎった餅にからめる。 
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［ワンポイント］ 
餅は搗きたてが一番ですが、用意が難しい場合は、市販の切り餅を熱湯に入れ

て柔らかくしたものでもOKです。砂糖の量や豆のつぶし加減などもお好みで。豆
は日持ちしないので、一度で食べきれる量をつくるのがコツです。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 
［編集後記］ 
８月は会津各地で様々なイベントや夏祭りが開催されます。夏休みの思い出づ
くりに、自然いっぱいの会津を親子や友人と巡る、楽しい夏の旅はいかがですか。 
 


