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 会津あかべぇ通信 Vol.71  
2011年9月15日発行 

 
今回の会津あかべぇ通信では、会津鉄道沿線の秋のイベント情報を特集しま

した。早目に計画をたてて、イベントのはしごを楽しみませんか？ 
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 
  ●ボリューム満点の B級グルメ「会津カレー焼きそば」食べ歩き MAP 登場！ 
  ●会津の秋の観光に！会津鉄道が載ってる情報誌を紹介！ 
  ●～食べて応援！泊って応援！～「会津復興キャンペーン」開催中！！ 
  ●平成 23 年度東北地区「鉄道の日」記念事業 
２）イベント情報 
●南会津の秋を味わう新そばまつり開催 
●会津鉄道はこの秋も会津を、福島を応援します！！ 
●～東北ローカル線復興キャンペーン～ 
●～がんばろう東北！『しらさぎ 2号で行く会津』応援大貸切列車～ 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道沿線 秋のイベント情報 
４）会津のいい湯★セレクション 
●西会津温泉［西会津町］ 

５）大内宿からラブレター 
  ●大内宿町並み展示館 
６）会津の郷土料理 
●高遠そば 

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

1）知っ得！話題 
●ボリューム満点の B級グルメ「会津カレー焼きそば」食
べ歩き MAP が登場！ 
 
ボリューム満点の B 級グルメ「会津カレー焼
きそば」食べ歩き MAP が登場！ 
会津のご当地 B 級グルメ「会津カレー焼きそ
ば」は、食べたことがある人もない人も、どこ
か懐かしい味わい！香ばしいソース焼きそばと
スパイシーなカレーがコラボした、おいしさ自
慢の 15 店舗を紹介した食べ歩き MAP を片手に、
あなた好みの一番を探す味巡りしてみません
か？ 
 
お問い合わせ先／会津カレー焼きそばの会          

 TEL0242-36-6102 
[情報はこちら！] http://www.curry-yakisoba.com/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

●会津の秋の観光に！会津鉄道が 
載っている情報誌を紹介！！                 

      
秋の気配を感じる季節

になりました。    
山々が染まり、温泉も心

地良く、おいしい食べ物満
載の会津に出掛けてみませんか？ひと足先に会津観光
の計画をたてるのにぴったりの情報誌を紹介します。 
 
←ふくしまを楽しむ大人の情報誌 Mon mo[モンモ] 
 「錦秋号」好評発売中！ 
 （隔月刊／定価 780 円 奇数月 10 日発売） 
   

 
→ 東武沿線見聞録 TOBUMARCO [トウブマルコ]    

9・10 月号    
東武鉄道沿線の無料の情報誌です。 

AIZU マウントエクスプレス列車内の座席ポケットに
も置いてありますので、是非ご覧ください。    
紅葉！名湯！秘湯！特集です。         

 
デジタルブックも見られます。 

[情報はこちら！]  
http://www.tobu.co.jp/marco/  
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

●～食べて応援！泊って応援！～ 
「会津復興キャンペーン」実施中！！ 

                                          
キャンペーン実施期間／平成 23 年 9月 1日（木）～12 月 31 日（土） 
  
 震災の影響で観光客の激減に苦しむ会津地域を復興
させるため、会津の極上の『食』と『お宿』をテーマ
とした「会津復興キャンペー
ン」を実施しております。   
会津 17 市町村内の協力宿に、
キャンペーン期間中宿泊され
た方が対象。   
協力宿にてキャンペーンカタ
ログをもらい、申込書に必要事
項を記入。ご宿泊時にお宿のフ
ロントまでお渡しいただくか、
「素材広場」に直接 FAX も可能
です。 
抽選で 410 名様に「選りすぐりの会津の極上物産品」をプレゼントいたします。 
 
お問い合わせ先／ 
特定非営利活動法人素材広場 TEL 0242-85-6571 
[情報はこちら！]  
http://sozaihiroba.net/ 

極上の会津プロジェクト協議会  TEL 0242-39-1251 
 [情報はこちら！]  
http://www.aizu-furusato.com/gokujo/spevent.php?eid=00012 

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

●平成 23 年度東北地区「鉄道の日」 
記念行事に会津鉄道も参加します！！ 

                                          
『鉄道フェスティバル in 東北』（毎年開催） 
期日／平成 23 年 10 月 2日（日） 
場所／JR 貨物／仙台貨物ターミナル駅（旧：宮城野駅） 
※「復興支援セール」にて、会津鉄道が出店いたします。 
 
『東北の鉄道 震災復興セール』＆『おらほの鉄道自慢』 
期日／平成 23 年 10 月 9日（日）及び 10 日（月・祝） 
場所／仙台駅 2階中央コンコース 
※会津鉄道が出店参加、PR をいたします。 
 
 10 月 14 日の「鉄道の日」に合わせたイベントです。 
 東日本大震災により被災した鉄道の復興支援として、たくさんの方に足を運ん
でいただけたらと思います。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

2）イベント情報 
●南会津の秋を味わう新そばまつり開催 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『第 3回南会津新そばまつり』  
日時／10 月 9 日（日）・10 日（月） 
    午前 10 時〜午後 4時 
        ※10 日は午後 3時 30 分まで  
会場／南会津町 御蔵入交流館 
 
そばに、うまみが濃く香り高い福島県オリジナ
ル品種「会津のかおり」を使用した、味自慢の８
店舗が集合！打ちたて茹でたての新そばを思う
存分味わいながら、野外コンサートなど盛りだく
さんのイベントも楽しめます。 
お土産にぴったりの地元物産品や新鮮野菜＆フルーツなども販売予定。秋の南

会津を見て食べて体感できる２日間です。 
◎新そば…当日券 1食分 500 円  前売り券 3食分 1,350 円 
 
お問い合わせ先／南会津町観光物産協会 TEL0241-62-3000 
 
 

●会津鉄道では、このイベントに合わせた 
お得な切符を発売します！ 

『そば三食券付き往復割引乗車券』  
 
発売期間／ 
平成 23 年 9月 16 日（金）～10 月 10 日（月・祝） 
区間／西若松～会津田島間 
料金／大人 2,600 円 
※通常乗車券＋おそば三食で 4,210 円のところ、なん
と 2,600 円！（小人の設定はありません。）1,610 円も
お得です。 
※平成23年10月9日又は10日いずれか1日のみ有効。 
発売箇所／西若松駅  
 
お問い合わせ先／ 
会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5886 
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●会津鉄道はこの秋も会津を、福島を応援します！！ 
 【これからの会津鉄道イベントのイチオシ情報！】 
 
『応援ウォーク in 南会津』 

開催日／平成 23 年 10 月 29 日（土） 
集合／会津鉄道 会津田島駅 
受付時間／ 
会津鉄道 会津田島駅 9：30～11：10 
※時間内に受付をして自由スタート 
ゴール受付／ 
会津鉄道 中荒井駅 13：00～15：00 
参加費／無料 
所要時間／約 3時間半 
（休憩・昼食・見学等の時間含む） 
歩行距離／約 7km 
 
※事前お申込みの方に「会津の物産」をプレゼ
ント！チラシ裏面の参加証（申込書）に必要事
項をご記入のうえ、下記申込み先まで FAX また
はお電話にて事前お申込み下さい。 

 
※ゴール受付（13：00～15：00）で参加証（申込書）と交換で参加記念品をプレ
ゼント！ 
 
 今年の 6月に実施した応援ウォークを、この秋にも実施いたします。 
 南会津にみんなの「元気」を集めて、福島を応援しましょう！秋の会津路も見
所たくさん。地場産品のおもてなしも楽しみです！ 
 
お問い合わせ先・お申込み先／ 
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=764 
 
 

●～東北ローカル線復興支援キャンペーン～ 
『がんばろう東北の鉄道！リレー写真展（第 4弾）』  
 
開催期間／平成 23 年 9月 16 日（金）～10 月 2 日（日） 
開催時間／9：30～16：00  
開催場所／会津鉄道 会津田島駅 
※入場無料！  
 
 3.11 東日本大震災では、東北地方のローカル線も甚
大な被害を受けました。人々の暮らしをつなぐ鉄道の
復興を応援するために、震災前の勇姿、被災の状況、
そして復興への動きを伝える写真展を開催します。  
 
会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5886 
【詳しくはチラシをご覧ください】 
http://www.aizutetsudo.jp/mag_img/110915/syashin.pdf 
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●～がんばろう東北！ 
『しらさぎ 2号で行く会津』応援大貸切列車～ 

 【これからの会津鉄道関連イベントのイチオシ情報！】 
 
旧片上鉄道の『しらさぎ』号が会津鉄道の線路を走る！？ 
 
開催日時／ 
平成 23 年 9月 23 日（金・祝）1日目 
11：15 会津鉄道 会津田島駅集合 

  
平成 23 年 9月 24 日（土）2日目 
15：21 または 16：12 会津鉄道 会津田島駅
解散 

  
 旧吉ヶ原駅にて毎月第一日曜日に駅長と
して勤務する『駅長猫コトラ』も、貸切イ
ベントに参加します。会津鉄道・芦ノ牧温
泉駅の『ばす駅長』とも交流のあるコトラ
と一緒に旅をしてみませんか？  
 
お問い合わせ先／ 
会津鉄道株式会社 営業課  
TEL 0242-28-5886 
事務局／ 
株式会社 片上鉄道  
TEL/FAX 082-507-2035 
[情報はこちら！] http://www.katatetsu.co.jp/tohoku2.html 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

3）会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道沿線 秋のイベント情報 
  【会津鉄道からおすすめ情報をお届けします！】 

 
 
 
 
 
 

会津鉄道沿線 秋のイベント情報   
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=21 
 

 
 
●9月18日（日）１日限り「大宴会in南会津割引きっぷ」発売します！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=113 
 
●「2011南会津太鼓まつり」チケット掲示でイベント当日限定 会津鉄道線内列車
運賃2割引！！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=549 
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●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 
 
●11/3（木・祝） いにしえの旧街道を歩こう！「錦秋の舟子峠ハイキング」実施
いたします！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=94 
 
●10/22(土) 第6回 錦秋の会津田島～西若松サイクルトレイン！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=98 
 
●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 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 
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●「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 
 
●会津鉄道イベントカレンダー 9・10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  9・10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～ 
 
◎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◎西会津温泉［西会津町］ 
 【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】 
 
 保湿効果の高い塩化物泉が湧く西会津
温泉。温泉宿泊施設「ロータスイン」は、
和と洋の雰囲気で大浴場や露天風呂が男
女日替わりで楽しめます。 
そのほか、寝湯や気泡風呂、打たせ湯

などもあり、地元民はもちろん観光客に
も人気の温泉スポット。もちろん気軽な
日帰り入浴も OK。です。 
秋色の会津を旅しながら心と体のリフ

レッシュはいかがでしょう。 
 
お問い合わせ先／ 
ロータスイン TEL0241-45-2900 
[情報はこちら！] http://www.lotosinn.com/index.html 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 大内宿町並み展示館 
 【大内宿の見どころをアピールいたします】 
「囲炉裏を囲み、語り部による伝説が聞こえてくるようです。」 

 大内宿町並み展示館は大内宿のほぼ中央に位置し
ています。かつての問屋本陣を再建した館内には江戸
時代の部屋があり、写真や生活用具1,300点あまりが
展示され、大内宿の生活の歴史が体感できます。 
 入館時に渡される資料には村の一年の歳時記、行事
一覧が書かれ、自然や神事に寄り添うように暮らす村
の生活が伺える。 
 武蔵野美術大学建築科作成による大内宿屋根伏図
は見事で、村の暮らしのすべてを未来に残すべく作ら

れた資料は、大きな記念になることでしょう。 
 茅葺き屋根の町並みが美しく、今では食べ物や買い物の楽しみが尽きない大内宿で
すが、展示館に立ち寄り歴史や民俗に触れてこそ大内宿を真に体験したような気がし
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

●開館期間／1月4日～12月28日 
●開館時間／9：00～16：30 
●入館料／大人 250円 
●お問い合わせ／大内宿町並み展示館 TEL/FAX（0241）68-2657 
          下郷町観光公社  TEL（0241）67-2416  FAX（0241）67-2639 



10 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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。 

 
●高遠そば 
［材 料］ 
 そば…２人前 
 大根…５cm 
 しょうゆ または そばつゆ…適宜 
 〈薬味〉長ねぎ、わさび、七味唐辛子など 
 
 
［作り方］ 
①大根は皮をむき、おろし器ですりおろし、汁を絞る。 
②大根の絞り汁にしょうゆ、またはそばつゆを加え好みで味付ける。 
③そばを茹で、②のつけだれにつけて食べる。 
 
［ワンポイント］ 
秋は新そばの季節です。好みの薬味をそえたり、つけだれを工夫すればおいしさ
もいろいろ楽しめます。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
朝夕の涼しさに秋の気配が深まる会津盆地では、今年もたわわに実った新米の
収穫が始まりました。ブドウやナシ、リンゴなどフルーツの収穫体験も行われま
す。 
会津の秋をぜひお楽しみください。 

 
 


