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街には年の瀬の風景も見られます。これからは雪景色に温泉、そんな風情が
似合う会津です。冬も楽しい会津で皆さまをお待ちしています。
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！

会津あかべぇ通信をご購読の皆様へ「アンケートのお願い」！

日頃より「会津あかべぇ」通信をご購読いただき、ありがとうございます。
このたび「会津あかべぇ」通信では会員の皆さまのご意見をお聞きしたく、
アンケート協力のお願いを実施いたします。
ご回答いただいた会員様の中から先着200名様に会津の物産「起き上がり小法
師」をプレゼントいたします。
アンケート期間／平成23年11月30日（水）〜12月26日（月）
[アンケートはこちらから！] http://enq‑maker.com/W4qSjw
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
１）知っ得！話題
●幸せのワンコイン（500 円）まち歩きスイーツめぐり！
●〜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
●会津の縁起物「起き上がり小法師」も並ぶ、新春恒例の初市「十日市」
●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」
本格パスタ＆ピザ「無何有（むかう）の郷 せもりな」
４）会津のいいモノ★セレクション
●酒粕生キャラメル［南会津町］
５）大内宿からラブレター
●伊勢屋
６）会津の郷土料理
●さめの煮魚
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1） 知っ得！話題
●幸せのワンコイン（500円）まち歩きスイーツめぐり！
◎キャンペーン開催期間／平成 23 年 10 月１日〜平成 24 年 3 月 31 日
大町四ツ角や七日町通りなど懐かしい街並み
散策の休憩に、美味しいスイーツはいかがです
か？
大町札の辻界隈と東山温泉にある 15 の「まち
歩きスイーツ」参加店では、期間中、ワンコイン
（500 円）で楽しめる季節のオリジナルスイーツ
をご用意。
味わった後に捺印されるスタンプを 2 個集める
と、参加宿泊施設で日帰り温泉入浴の半額サービ
スや、その場で「チョッピリ景品」が当たるクジ
引きの特典も。
会津の甘いスイーツを気軽に楽しむちょっと
お得な まち歩き です。
お問い合わせ先／会津若松市観光物産協会インフォメーションサポートセンター
TEL0242‑36‑5043
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

●〜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
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2）イベント情報●会津の縁起物
「起き上がり小法師」も並ぶ、新春恒例の初市「十日市」
【これからイベントのイチオシ情報！】
開催日／平成 24 年 1 月 10 日（火）午前９時〜午後９時頃
会場／会津若松市・神明通り、大町通り ほか
毎年約 10 万人が足を運び、縁起物を売買いする声などで賑わう「十日市」。400
年以上つづく歴史を持った伝統行事で、会津地方最大の初市です。
露店には、風車や起き上がり小法師、
漆器・陶器・日用品の掘り出し物が並び、
日没後も大勢の買い物客が通りを行き交
います。
風車は、
「仕事や金運が良くまわります
ように」「まめで元気に頑張れるように」
との願いを込めて。起き上がり小法師は
厄除や子孫繁栄の願いを込めて家族の人
数より一つ多く買い求めます。
一年の幸せを願う会津の縁起物、皆さ
んもぜひ手にしてみませんか？
お問い合わせ先／十日市実行委員会 TEL0242‑37‑2789
会津若松市商工課 TEL0242‑39‑1252

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
●会津鉄道新着情報ラインナップ！
【会津鉄道の最新情報！】
トロッコ列車でひと足はやいクリスマス！「サンタ列車」運行します！
会津鉄道では、平成 23 年 12 月 23 日に「サンタ列
車」を運行します。
トロッコ列車でひと足はやいクリスマスを楽しみ
ませんか？
列車内では楽しいゲームやサンタさんからのちょ
っぴりプレゼント、会津田島駅ではクリスマスコンサ
ートが待っています。
出発日／
平成 23 年 12 月 23 日（金・祝）
西若松駅改札口集合 9：40
受付期間／
平成 23 年 12 月 1 日（木）〜12 月 15 日（木）
※定員になり次第締切らせていただきます。
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=821
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会津田島駅にて「クリスマスコンサート」を実施します！
会津鉄道では、平成 23 年 12 月 23 日に会津田島駅に
て「クリスマスコンサート」を開催します。
第 1 部は田島保育園園児によるハンドベルの演奏と
クリスマスソング。
第 2 部は会津下郷町在住の歌手、馬場誠三氏の唄で
楽しんでいただきます。
みなさま、ぜひ会津田島駅へいらしてくださいね！
開催日／平成 23 年 12 月 23 日（金・祝）
会津田島駅待合室 第 1 部 11：15〜

[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=683

会津鉄道ありがとう『乗っ得ポイント』ラストキャンペーン 12/31 まで実施中！
ラストキャンペーン実施期間／平成 23
年 11 月 10 日（木）〜12 月 31 日（土）
の連続 52 日間
内容／会津鉄道線区内を 500 円以上ご利
用いただいたお客さまにポイントを押印
します。（端数は切捨て）
※ポイントカードをご持参された方に限
ります。
平成 23 年 1 月 1 日より実施中の、会津鉄道ありがとう「乗っ得」ポイントキャ
ンペーンもいよいよ終盤となりました。
1 年間のご愛顧に感謝しまして、最終日までのラストキャンペーンを実施中で
す。
今まで 1,000 円で 1 ポイントだった押印が、500 円ごとに 1 ポイントの押印と
なりポイントが 2 倍となります。
ご利用の金額をムダなくポイントにして、どんどんプレゼントをゲットしよ
う！
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=799

『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」
本格パスタ＆ピザ「無何有（むかう）の郷
【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「会津田島駅周辺」
本格パスタ＆ピザ「無何有（むかう）の郷
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=372

せもりな」

スタイルのあるしごと

せもりな」

●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
●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、発売中！
[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
●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

●12/5（月）まで投票受付中！ 車窓・駅からのフォトコンテスト 2011 秋!
[情報はこちら！] http://aizutetsudo.jp/pcontest/pcon̲top.php
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●湯野上温泉駅で会津鉄道初の硬券入場券を発売中！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=369
●芦ノ牧温泉駅で硬券入場券を発売中！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=844
●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
●会津鉄道イベントカレンダー 12・1 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
◎酒粕生キャラメル［南会津町］
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】
南会津町南郷の蔵元・花泉酒造の酒粕を、地元酪農
場・角田ミルクプラントの牛乳と、森養蜂園のトチの蜂
蜜でていねいに練り込んだ「酒粕生キャラメル」。すべ
て南会津産の素材でできた、まろやかな甘さにふわっと
香る酒粕の風味と、なめらかな舌触りが楽しめる生キャ
ラメルは、そのままはもちろん、パンやクラッカーに塗
って食べるのもおすすめです。
◎酒粕生キャラメル（100g 入）…700 円

お問い合わせ先／
花泉カフェ TEL080‑1650‑7232 ※水曜定休
[情報はこちら！] http://www.hanaizumi.ne.jp/cafe.html
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

5）大内宿からラブレター

from 鈴木 吉子・亜希子（伊勢屋）
【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】

「母が釜炊くおふくろの味と、嫁のハンドメイドで心和むおもてなし。
」
江戸時代中期に建てられた茅葺き屋根の家で９
代目が営む「民宿伊勢屋」
。
山の味覚と自家栽培の野菜と米を素材にした女
将の手料理が、旅一番の思い出。忙しい時には親戚
総動員の家庭的なおもてなしでお迎えします。
縁あって大内宿に嫁いだ嫁も、器用な手先と若い
感性でお店を個性的にアピールしています。
世界にひとつしかない「会津もめんのうさぎ」は人
気商品になっています。これは会津木綿でつくった
ウエディングドレスと出会い、制作した方が下郷町出身だったことの縁で誕生しまし
た。
自分が手にして良かったモノ、自分の遊び心のお裾分け、そして何より、店番しなが
らサクサク編んだ「麻ひも素材のはんどめいど」のあれこれをたくさんの方に手にし
てもらいたいと思っています。
母と嫁が仲良く店番。あったか玉こん、甘酒、自家製味噌の厚揚げ田楽で皆さまをお
待ちしております。
・玉こん…１本 100円 ・だんご…300円 ・あつあげ…200円
・手づくり甘酒…200円
・奥会津てづくりジャム（柳津町「ティールーム 山ねこ」製）
ブルーベリー、キウィ…各１つ 650円
ドクダミ…１つ 900円
・会津もめんドレス作家のハンドメイドうさぎ…各種 1,350円 2,050円
・会津もめんドレス作家のハンドメイドうさぎストラップ…１つ 850円
・麻ひものはんどめいど各種（かご、ヘアゴム）
・日本製上質てぬぐい、はんかち
・酔月焼ゆのみ・カップ
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●定休日／不定休
●営業時間／8：30〜17：00
●民宿／一泊二食付き 7,500円（税、サービス料込）※冬季は暖房費として200円増
チェックイン 15：00 チェックアウト 10：00
●お問合せ／民宿・お土産 伊勢屋 TEL（0241）68‑2958
[情報はこちら！] http://www.syukuba.com/

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

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。

●さめの煮魚
［材

料］２人分

さめ（切り身）…２切れ
しょうゆ…36cc
ざら砂糖…48g
酒…20cc
みりん…20cc

［作り方］
①鍋に調味料を合わせて水（150cc程度）を加えて煮立たせ、煮汁を作る。
②さめの切り身を入れ、落とし蓋をして火加減を見ながらゆっくりと煮る。
［ワンポイント］
さめの煮魚は「一年をおさめる」の意味で年の暮れに煮付けて正月の年始客など
にふるまった料理の一つ。冷めた煮汁が煮こごりのように固まるのも特徴です。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

［編集後記］
朝夕の冷えこみが一段と厳しくなるこの時期、山間部からは初雪のたよりも聞こ
えてきます。各スキー場もオープンに向けた準備に大忙し。楽しいウインタース
ポーツシーズンはもうすぐです。
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