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 会津あかべぇ通信 Vol.74  
2011年10月31日発行 

 
会津の秋も深まり、沿線には会津の名産「身知らず柿」の実りの風景が続き

ます。毎年皇室にも献上される「身知らず柿」は、干し柿としても甘くて美味
しい柿です。 
 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 
●紅葉に彩られた鶴ヶ城を幻想的にライトアップ 
●～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 
●晩秋の喜多方を歩く「秋の喜多方 2011 長床ウォーク」 
●会津鉄道新着情報ラインナップ！ 

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「会津田島駅周辺」 まちなか楽座 
４）会津のいい湯★セレクション 
●會津地鶏の黒カレー＆赤カレー［会津若松市］ 

５）大内宿からラブレター 
  ●高倉神社 
６）会津の郷土料理 
●赤飯 

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

１）知っ得！話題● 
  紅葉に彩られた鶴ヶ城を幻想的にライトアップ 
 
 黄色や紅赤に色付いた紅葉が見頃を迎える鶴ヶ
城公園で、天守閣を幻想的に照らし出すライトアッ
プを開催。 
秋の装いとなった園内の木々が、夕暮れの薄闇に

照らし出され幻想的な雰囲気を漂わせます。 
風情ある秋の夜を楽しみながら散策してみては

いかがでしょう。 
 
◎ライトアップ期間：平成 23 年 11 月 13 日（日）まで 
 ※点灯は日没から午後８時 30 分まで 
 
お問い合わせ先／会津若松市観光課 TEL0242-39-1251 
[情報はこちら！] http://www.aizukanko.com/event/103/ 
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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。    
 
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●「秋の喜多方2011長床ウォーク」開催！ 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
開催日／平成 23 年 11 月 19 日（土） 
開会式会場／ＪＲ喜多方駅前広場 
※受付は午前 9時 30 分〜10 時 30 分まで 
 
 蔵のまち喜多方の歴史ある風景と、晩秋の自然を楽し
みながら歩くウオーク大会が開催されます。コースはＪ
Ｒ喜多方駅前広場を出発し、新宮熊野神社の神木・大イ
チョウの鮮やかな黄色の落葉に彩られた「長床」を拝観
して慶徳ふれあい館までを歩く約 8km。参加者には記念
品（特製ピンバッジ、オリジナルタオル）が配られるほ
か、ゴール後には豚汁の振る舞いやお楽しみ抽選会も開
催されます。 
この機会にぜひ、秋色に染まる喜多方を見て、歩いて、

味わって体験してみませんか。 
申込締切／平成 23 年 11 月 15 日（火） 
参加費／一般 700 円、中学生以下 500 円 ※当日参加は各 200 円増。 
＊未就学児は無料、長床の拝観料含む。参加費の一部を東日本大震災復興義援金として寄付します。 

 
お問い合わせ先／秋の喜多方 2011 長床ウオーク実行委員会 
        福島民友新聞社事業局 TEL024-523-1334 
[情報はこちら！] http://www.minyu-net.com/event/nagatoko/index.html 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
●会津鉄道新着情報ラインナップ！ 
 【これからの会津鉄道イベントのイチオシ情報！】 

 
『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 
 
 
お座トロ展望列車は 11 月 19 日（土）臨時運転します！ 

 
運転日／ 
平成 23 年 11 月 19 日（土） 
 
 
 
 

 
 
『10 月 19 日（水）から受付中！車窓・駅からのフォトコンテスト 2011 秋』 

 
開催期間／ 
投稿期間：平成 23 年 10 月 19 日（水）
～11 月 21 日（月） 
期間：平成 23 年 11 月 22 日（火）～12
月 5 日（月） 
募集内容／列車車窓または駅から撮影
した秋の写真 
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 この秋の旅の思い出…。 
 会津鉄道沿線で感動の景色と出会えましたか？皆さまの目で見た沿線の風景を
ぜひご応募下さい！ 
 
お問い合わせ先・お申込み先／ 
会津鉄道株式会社 車窓フォトコンテスト係 
TEL 0242-28-5886 FAX 0242-26-9730 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=537 
 
 
『そよごのくら蔵アートギャラリー往復割引きっぷ』発売中！ 

 
 会津鉄道では、芦ノ牧温泉南駅から徒歩 1
分の所にある蔵づくりの素敵なギャラリー
青冬蔵（そよごのくら）で開催されている秋
の作品展に合わせて、大変お得な割引きっぷ
を発売しています。 
 紅葉が見頃が山々を背景にしたギャラリ
ーに足を運んでみませんか？ 
 
期間／ギャラリー開催期間 
    平成 23 年 10 月 20 日（木）～11 月
7 日（月） 
発売内容／会津鉄道有人駅6駅～芦ノ牧温泉
南駅間の往復割引乗車券（片道の設定なし）
大人のみ 30％割引いたします。 
 
お問い合わせ先／ 

会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5886 FAX 0242-26-9730 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=646 
 
『なかよし絵画展」 
開催期間／平成 23 年 10 月 28 日（金）～11 月 7日（月） 
開館時間／10：00～17：00 
開催場所／ギャラリー青冬蔵 会津鉄道 芦ノ牧温泉南駅から徒歩 1分 
入場無料 
 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=670 
 
 
『11 月 1 日（火）より湯野上温泉駅で会津鉄道初の硬券入場券を発売します』 

 
 硬券は会津鉄道開業以来初めての発売です。日付はダッ
チングマシーンにて印字します。 
 湯野上温泉駅にお越しの際には是非記念にお買い求め下
さい！ 
 

発売開始／ 
平成 23 年 11 月 1 日（火）午前 8時 30 分より 
発売場所／湯野上温泉駅 
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発売額／200 円 
 
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=369 
 
 
『しらこばとイーストフェスティバル 2011』に会津鉄道が出店します！ 
 
開催日時／平成 23 年 11 月 3 日（木・祝）10：00～16：00 
会場／しらこばと水上公園（埼玉県越谷市大字小曽川 985）園内にて 
 
しらこばと水上公園 OPEN から 40 周年の記念イベントです。公園の主要路線であ
る東武鉄道沿線上の食やサブカルチャーを紹介し、地域の文化を推進します。 
会津鉄道が参加し、物産などを販売します。ぜひお出かけ下さい！ 
 
 
『第 11 回西東京市民まつり』に会津鉄道が出店します！ 
 
開催日時／平成 23 年 11 月 12 日（土）10：00～16：00 
             11 月 13 日（日）9：00～15：30 
会場／西東京いこいの森公園（西東京市緑町 3丁目 2番） 
 
会津鉄道が参加し、物産などを販売します。ぜひお出かけ下さい！ 
[情報はこちら！] 
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/koho/sihomama/2011/no267.fil
es/1015_01.pdf#search='第 11 回西東京市民まつり' 
 
 
『がんばっぺ南会津フェア！』 
 
開催日時／平成 23 年 11 月 23 日（水・祝）9：00～16：00 
          11 月 24 日（木）10：00～15：00 
会場／台東区浅草神社 
 
会津鉄道も参加し、物産などを販売します。ぜひお出かけ下さい！ 
 
 
『東武ファンフェスタ』に会津鉄道が出店します！ 
 
開催日時／平成 23 年 12 月 4 日（日）10：00～15：30（予定） 
会場／南栗橋車両管区（東武日光線南栗橋駅より徒歩 15 分） 
 
会津鉄道が参加し、鉄道グッズ販売や PR 等実施します。ぜひお出かけ下さい！ 
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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「会津田島駅周辺」 まちなか楽座 
  【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「会津田島駅周辺」 まちなか楽座  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=829 
 
 

 
 
●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）錦秋の舟子峠ハイキングを実施！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=94 
 
●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 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 
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●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 
 
●会津鉄道イベントカレンダー 11・12 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.31 11・12 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）会津のいいモノ★セレクション 
  ◎會津地鶏の黒カレー＆赤カレー［会津若松市］ 
 【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 

 自然豊かな奥会津・三島町で元気に育っ
た会津地鶏が、手軽に味わえるレトルトカ
レーに！ 
じっくり炒めたタマネギに低脂肪でヘ

ルシーな胸肉を使ったコクのある「黒カレ
ー」と、トマトのほのかな酸味と鶏油が絶
妙な「赤カレー」の２種類。どちらもスパ
イスの香り高い中辛で、食材の地鶏・野菜
はもちろん会津産 100%。会津旅行のお土産

としても人気です。 
 

お問い合わせ先／（株）大印 TEL0242-59-1751 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 高倉神社 
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
 「高倉神社は平清盛に反旗をひるがえした高倉宮似仁王を祭った祀った鎮守様」 

 平清盛の全盛時代、高倉宮似仁王（後白河
天皇の第二皇子）は、諸国の源氏と源頼政と
共に平家打倒の挙兵を行ったが合戦で敗れ、
討ち取られたことになっていますが、伝承で
はその場を逃れ、東海道から甲斐・信濃の山
路を越え檜枝岐に抜け、大内宿にたどり着い
たとなっている。 
 大内宿では毎年半夏の日（7月 2日）に高倉
宮ゆかりの半夏まつりが行われます。村中の

男衆が総出で参加し、古式ゆかしい行列が宿場内を練り歩く。 
 
 大内宿の街道沿いに高倉神社へ続く「一の鳥居」があり、神社へ続く田んぼ道
を進むと「二の鳥居」。その奥は鎮守の森となっており杉木立の奥が拝殿となって
いる。 
途中小川が流れ、灯籠の先にある「三の鳥居」をくぐると拝殿が現れる。 
 本殿の裏には樹齢 800 年の大杉がそびえ、清々しい神聖な「気」み満ちている
パワースポットである。 
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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。 

 
●赤飯 
［材 料］ 
もち米…３合 
あずき…もち米の１割弱 
ごま塩…適宜 
 
 

［作り方］ 
①もち米はよく水洗いし十分に浸水する。 
②浸水したもち米をざるに上げ、水切りする。 
③あずきは水洗いし、硬めに茹でて、茹で汁とあずきを分けておく。 
④もち米とあずきをまぜあわせ、蒸し器に仕込み蒸す。 
⑤出来上がり前に、あずきの茹で汁を均等に振り掛け、蒸し上げる。 
 
［ワンポイント］ 
お祝いの席には欠かせない赤飯。あずき豆はできるだけ新しいものを使用する

のがポイント。色や風味が格段に違ってきます。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 
［編集後記］ 
紅葉の見頃は 11 月中旬頃まで続きます。観光の賑わいを取り戻しつつある会津

を、様々な取材で取り上げて頂いています。 
 テレビや雑誌をチェックしてみて下さい。きっと素敵な会津に出会えますよ。 
 


