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 会津あかべぇ通信 Vol.72  
2011年9月30日発行 

 
山々の色づきが気になる季節を迎えました。 

 紅葉とともに明るい笑顔で皆さまをお待ちしております。ぜひ会津の秋をお
訪ねください。心身ともにリフレッシュ出来ますよ！ 
  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 
●会津松平家初代藩主・保科正之公の魅力を紹介 
●～食べて応援！泊って応援！～「会津復興キャンペーン」開催中！！  

２）イベント情報 
●会津の手仕事の逸品や地元農産物が勢ぞろい！ 
●秋色に染まる会津鉄道のイベントラインナップ！ 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道沿線 紅葉便り 
４）会津のいいモノ★セレクション 
●うるおい瞬感水［南会津町］ 

５）大内宿からラブレター 
  ●富士屋 
６）会津の郷土料理 
●ぼた餅 

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

１）知っ得！話題 
●会津松平家初代藩主・保科正之公の魅力を紹介 
 
 会津松平家の祖・保科正之公の生誕 400 年を記
念した特別企画展が、会津若松市内の２会場で開
幕！鶴ヶ城天守閣では、会津に残されたゆかりの
品々を中心に、歴代藩主の肖像画や、国指定重要
文化財の「太刀吉房」など約 40 点を紹介。 
福島県立博物館では、異母兄・徳川家光の命令

で保科正貞（上総国飯野藩祖、正之の義理の叔父）
に移譲した保科家相伝の品も展示されます。 
会津藩の礎を築いた保科正之はどんな人物だ

ったのか。この機会にぜひご覧ください。 
 
◎会津松平家の祖 保科正之 会場：鶴ヶ城天守閣 
 期間：平成 23 年 9 月 9日（金）〜10 月 25 日（火） 
 観覧料：高校生以上 400 円 小・中学生 150 円 
お問い合わせ先／会津若松市観光公社 TEL0242-27-4005 
 
◎生誕 400 年記念 保科正之の時代 会場：福島県立博物館 
 期間：平成 23 年 10 月 8 日（土）〜11 月 27 日（日） 
 観覧料：一般・大学生 500 円 高校生 300 円 小・中学生 200 円 
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お問い合わせ先／福島県立博物館 TEL0242-28-6000 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

●～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 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報 
●会津の手仕事の逸品や地元農産物が勢ぞろい！ 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
会津の手仕事作家さんたちの手づくりクラフト品や、旬の地元野菜＆おいしい

モノが大集合！各イベント会場でお気に入りの“会津”を探してみませんか？ 
 
◎めごめご Aizu 物産展 会場：紀州屋 1934 2F（カフェ三番山下） 
 期間：平成 23 年 10 月 10 日（祝）〜10 月 16 日（日） 
 
※女子にオススメしたい会津エリアの蔵元やドメーヌから集めた地元産のお酒の試飲会と 
 販売。そのほかにも地元素材のオリジナルスイーツや並ぶ小さな物産展です。 
 
お問い合わせ先／めごめご Aizu 物産展事務局 TEL0242-38-2108 
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◎第８回あぐりカフェ  
 会場：野口英世青春広場、旧ブイチェーン駐車場 
 期間：平成 23 年 10 月 10 日（祝） 
 
※農家とキッチンを結ぶおいしいファーマーズ・マーケッ  
 ト。今回は「ハロウィン」をテーマに会津産カボチャを 
 使ったオリジナルスイーツが登場！自慢のおいしさ盛り 
 だくさん。 
 
お問い合わせ先／会津若松市商工課 
TEL0242-39-1111 
 

◎ミニ「あいづ手づくり市」  
 会場：コミュニティステーション Teco     
 期間：平成 23 年 10 月 10 日（祝） 
 
※お洒落なモノ、心温まるモノ、和むモノがいっ   
 ぱい！手づくり体験も開催します。 
 
お問い合わせ先／TEL0242-85-8211 
 
 

◎野口英世青春通り てづくり市「クラフト・ガーデン」  
 会場：野口英世青春通り 旧ブイチェーン駐車場 
 期間：平成 23 年 10 月 10 日（祝） 
 
※会津地域で栽培収穫された野菜＆果物、手づくりの加工品を販売！ 
 
お問い合わせ先／野口英世青春通り協議会 TEL0242-27-0887 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

●秋色に染まる会津鉄道のイベントラインナップ！ 
 【これからの会津鉄道イベントのイチオシ情報！】 
 
『錦秋の舟子峠ハイキング』 

開催日／平成 23 年 11 月 3 日（木・祝） 
集合・受付／会津鉄道 西若松駅 
受付時間／9：20～9：30 
参加費／500 円（保険料など） 
募集定員／50 名 
（定員になり次第締め切らせていただきます。） 
所要時間／約 3時間 
歩行距離／約 11km 
 
 知られざるいにしえの旧街道、深まる秋の峠
道を先人を偲んで歩いてみませんか？ 
 
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=94 
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『お座トロ展望列車で行く！秋の喜多方・長床めぐり』 
開催日／平成 23 年 11 月 19 日（土） 
出発駅／ 
会津鉄道 会津田島駅 8：42 発／湯野上温泉駅
9：22 発／芦ノ牧温泉駅 9：42 発／西若松駅 10：
01 発 
旅行代金／ 
会津田島駅発 2,900 円／湯野上温泉駅発 2,800
円／芦ノ牧温泉駅発 2,700 円／西若松駅発
2,600 円 
※お一人様からお申込みいただけます。 
募集人員／80 名（最少催行人員 30 名） 
 
 新宮熊野神社の大イチョウ、大和川酒造など
が見どころです。喜多方ラーメン券も付いてい
ます。（500 円分） 
 喜多方の紅葉と酒、味を、列車の旅で楽しみ

ませんか？ 
 
お問い合わせ先・お申込み先／ 
会津鉄道株式会社 営業課 
TEL 0242-36-6162 FAX 0242-26-9730 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=99 
 
 
『駅 de LIVE 会津鉄道の車窓から』 

日時／平成 23 年 10 月 16 日（日） 
   16：00～17：00 
会場／会津鉄道 会津田島駅待合室 特設会場 
出演／植住琢実 藤井光江 
演奏曲（予定）／ 
世界の車窓から Oriental Wind 蘇州夜曲、他 
 
 バイオリン＆ピアノデュオが奏でるノスタル
ジィ。 
 さわやかな秋空のした、心の途中下車してみ
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 FAX 0242-26-9730 
 

[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=791 
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『会津鉄道 養鱒公園駅限定！電動アシスト自転車を貸出します！』 
期間／平成 23 年 10 月 17 日（月）～10 月 30 日
（日）14 日間限定 
貸出し時間／9：00～16：00 
貸出し場所／会津鉄道 養鱒公園駅前（みなと
や商店様） 
料金／1,500 円（列車ご利用の場合は 500 円割
引いたします） 
お申込み／事前にお申込みください。当日のお
申込みは 2台までとさせていただきます。 
※予約の状況によりお貸し出来ない場合もござ
います。 
 
 素晴らしい紅葉で有名な観音沼を自転車で巡
りませんか？ 
 紅葉シーズンは周辺道路も渋滞します。電動
アシスト自転車なら、らくらく♪スイスイ♪坂

道も、渋滞も OK です。 
 期間限定の貸し出しを、ぜひご利用ください。 
 
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=496 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

3）会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道沿線 紅葉便り 
  【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 紅葉便り 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=619 
 
 

 
 
●第 3回南会津新そばまつり そば三食券付き往復割引乗車券を発売中！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=576 
 
●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/ 
 
 

 
 
●第 4回 頑張ってます！あいづコストレ 事前登録受付中！ 
[情報はこちら！] http://www.costrain.com/index.html 
 
●「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 
 

●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 
 
 

 
 
●車窓・駅からのフォトコンテスト 2011 夏 写真閲覧はこちらから！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/pcontest/pcon_vote_list.php 
 
●「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 
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●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 10・11 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 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

4）会津のいいモノ★セレクション◎うるおい瞬感水［南会津町］ 
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 

 
          
美肌効果が自慢の南会津町の名湯・古町温泉に、深層７００m

から湧き出す源泉を使った「うるおい瞬感水」が登場しました。 
温泉水の分子構造をミクロ化させることで細菌を死滅させ、温
泉水に含まれるミネラル成分を速やかにお肌へ吸収させる、安
心・安全なスプレータイプの温泉水。 
湯上がりのようなしっとり感を体験してみませんか？ 

 
お問い合わせ先／（有）フレックス TEL0241-76-7250 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 只浦 房次郎（富士屋） 
 【大内宿のみなさんがお店をアピールいたします】 
 
「山で採れるものと、手わっさの物づくりでお迎えしています。」 

 山に囲まれ山の恵みが何より馴染みある素
材だから、軒先に並んだひとつひとつは自然
のお裾分けのようだね。 
 山に自生する「あけびづる」を独学で編み
込み、カゴや手提げを並べていますが、素人
らしい味わいが良いと喜んでもらっています。 
 「あけびづる」は丈夫で美しい素材。手間
はかかりますが出来上がれば嬉しいものです。 
 「かんじき」も木を採り、皮を裂き、煮て、

思いのままにつくった物。興味のある方、どうぞ覗いて行ってみてください。 
 かあちゃんも一緒に小豆の入ったお手玉や、そばがらの枕を作って店に出して
います。 
 農業のかたわら、身近な山の恵みをお届けしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
・栃もち…１袋 600 円 
・豆もち…１袋 500 円 
・自家採り赤飯用ささぎ…１袋（200g） 500 円 
・自家採り花豆…１袋（300g） 500 円  
・大納言…１袋（400g） 600 円 
・手作りお手玉…１個 150 円 他に手作りそばがら枕もございます。 
 
●定休日／不定休（土・日は営業しています） 
●営業時間／9：00～10：00 頃～16：30 頃まで 
●お問合せ／富士屋 TEL（0241）68-2955 
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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。 

 
●ぼた餅 
 
［材 料］（５人前） 
 もち米…５合 
 つぶしあん…250g 
 きな粉…20g 
 すりゴマ…20g 
 砂糖…40g 
 
［作り方］ 
①もち米をよく洗い、十分に浸水させる。 
②①をざるに上げて水切りし、1.1倍の水加減で炊く。 
③きな粉とすりゴマにそれぞれ好みの分量の砂糖を混ぜあわせる。 
④炊きあがったもち米は温かいうちに卵大の大きさに握り、つぶしあん、きな粉 
すりゴマなどをまぶす。 
 
［ワンポイント］ 
秋の収穫を祝って作られるぼた餅。秋彼岸には仏前のお供え物としても作られま
す。やわらかいあんをまぶすときは、ラップを使うと手も汚れにくく簡単に作る
ことができます。軽食やおやつにぜひ作ってみませんか？ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［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、新米や新そばの収穫が始まり
ました。ブドウやナシ、リンゴなど秋のフルーツもつぎつぎ登場。会津の秋味を
お楽しみ下さい。 
 


