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 会津あかべぇ通信 Vol.79  
2012年1月15日発行 

 
新年明けましておめでとうございます。 

 会津は一面雪景色ではありますが、穏やかな新年を迎え「ほっこり、あった
か」な風情です。雪国ならではのイベントや温泉、料理などで皆さまをお待ち
しております。 
 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。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）知っ得！話題 
  ●冬の裏磐梯でポカポカのんびり「湯喜めぐり」開催！ 
  ●会津の懐かしいモノがそろう「会津初市」が JR 東京駅構内に登場！ 
２）イベント情報 
  ●国重要有形民俗文化財「からむし織」体験と雪あそびを楽しもう！ 
  ●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 
  ●会津鉄道沿線 冬のイベント情報！ 
４）会津のいい湯★セレクション 
●横向温泉［猪苗代町］ 

５）大内宿からラブレター 
  ●大内宿周辺の湧き水[長寿の水] 
６）会津の郷土料理 
●干し柿の天ぷら 

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

1） 知っ得！話題● 
 冬の裏磐梯でポカポカのんびり「湯喜めぐり」開催！ 
 
 真冬の裏磐梯を見て、食べて、体験できる「裏
磐梯雪まつり」に、エリア内に湧く温泉の参加施
設11カ所の中から、好みの３カ所を選んで日帰り
入浴できる、お得な「湯喜巡りチケット」が登場！ 
泉質や効能の異なる温泉を楽しんだ後、チケッ

トの裏にスタンプを３つ集めると、幸運のハート
「胡桃ストラップ」が貰えます。身体のしんから
ぽかぽか温まる温泉で、冬の休日をのんびりゆっ
たり過ごしてみませんか？ 
◎利用期間／ 
 平成 24 年 2 月 17 日（金）〜2 月 26 日（日） 
・湯喜めぐりチケット…1000 円※１枚１名利用 
 
お問い合わせ先／裏磐梯雪まつり実行委員会 
TEL0241-32-2349 
[情報はこちら！] http://www.urabandai-inf.com 
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●会津の懐かしいモノがそろう「会津初市」がJR東京駅構
内に登場！ 
 
開催期間／平成 24 年 1月 10 日（火）〜22 日（日） 
会場／エキュート東京［JR東京駅構内1階サウスコート内イベントスペース粋ikishui］ 
 
 今年は良い年になりますように
との願いを込め、JR東京駅にて言
祝ぎの幕開け「会津初市」開催中
です。 
400年の伝統を持つ会津若松の

初市「十日市」そのままに、懐か
しい風合いの縁起物の張り子に竹
の風車、手描きの絵ろうそく、素
朴な駄菓子などが並びます。どれ
も地元の職人がひとつひとつ心を
込めて手づくりしたものばかり。 
ぜひお立ち寄りください！ 

 
◎出展 
・会津スイーツラボ（初市クッキー） 
・おく屋（会津お豆菓子） 
・木之本漆器（会津の桐の粉人形ほか） 
・本家長門屋（会津駄菓子／干支もなか） 
・野沢民芸品製作企業組合（干支張り子／赤ベコほか）  
・ほしばん絵ろうそく（絵ろうそく）  
・山田民芸工房（起き上がり小法師／風車など縁起物） 
 
お問い合わせ先／イベントスペース粋（イキスイ）TEL03-3211-8948 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

2）イベント情報●国重要有形民俗文化財「からむし織」
体験と雪遊びを楽しもう！ 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
開催日／平成 24 年 2月 19 日（日）午前 10 時〜午後 3時 
会場／からむし織の里（福島県大沼郡昭和村） 
 
奥会津の昭和村に伝わる「からむし織」を学べる「からむし織の里雪まつり」

が開催されます。からむし織の雪ざらしや織り体験のほか、雪上綱引きや、雪の
中から宝物を探す雪中トレジャーハンターなど楽しい雪遊びイベントも開催。 
地域住民との心のこもった交流と、雪に親しむ楽しい一日を満喫してみません

か？ 
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お問い合わせ先／からむし織の里雪まつり実行委員会 TEL0241-57-3100 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
●会津鉄道新着情報ラインナップ！ 
 【会津鉄道の最新情報！】 
 
来て・乗って・撮って「列車車窓・駅からのフォトコンテスト 2012 冬」実施中！ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 会津鉄道では、この秋に引き続き「列車車窓・駅からのフォトコンテスト 2012
冬」を実施しています。 
 会津での冬の旅の 1カットを是非お寄せ下さい。 
  
投稿期間／平成 24 年 1月 11 日（水）～2月末日（当日到着分まで） 
 
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=816 
 
 
お座トロ展望列車 冬の会津を運行いたします！ 
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 会津鉄道人気の「お座トロ展望列車」は、平成 24年 2 月の指定日に運転いたし
ます。雪景色を眺めながらの旅はいかがですか？今まで通りの列車内での楽しみ
の他、冬ならではの「こたつ列車」は期間限定の仕様です。 
 是非この機会に冬の会津をお楽しみ下さい。 
 
運行日／ 
平成 24 年 2月 4日・5日・11 日・12 日・18 日・19 日・25 日・26 日の 8日間 
 
運行区間／ 
【新雪号】 
会津田島 12：26→会津下郷 12：42→塔のへつり 12：50→湯野上温泉 12：58→芦
ノ牧温泉 13：20→西若松 13：35→七日町 13：39→会津若松 13：42 
【雪見号】 
会津若松 13：50→七日町 13：53→西若松 13：57→芦ノ牧温泉 14：22→湯野上温
泉 14：47→塔のへつり 14：58→会津下郷 15：06→会津田島 15：21 
 
乗車料金／ 
トロッコ整理券（大人 300 円・小人 150 円）＋乗車区間の運賃 
 
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/?cat=13 
 
冬のお座トロ展望列車で会津鉄道の特別企画「ほろ酔い列車」運転中！ 
運行日／平成 24 年 1月 14 日（土）～3月 17 日（土）までの指定された土曜日 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=367 
 
 
「2012 西若松駅絵ろうそくまつり」今年も開催します！ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

開催日時／平成 24 年 2月 10 日（金） 17：00～（予定） 
開催場所／会津鉄道西若松駅 東口広場 
 
 光輝くイルミネーション、瓦燈・竹燈のあたたかな灯りが駅周辺を包みます。 
 地酒、豚汁など体が温まる一品や、グッズ販売、歌謡ショー、様々なイベント
がもりだくさんです。 
 ぜひ西若松駅へ遊びに来て下さい！ 
 詳細は近日中に会津鉄道ホームページにてお知らせいたします。 
 
主催／西若松駅を愛する会 



5 

お問い合わせ／会津鉄道株式会社 営業課 
TEL 0242-28-5886 FAX 0242-26-9730 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

3）会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道沿線 冬のイベント情報！ 
  【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 冬のイベント情報！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=119 
 
 

 
 
●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/docs_tobu/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 
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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 2012年1・2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） 2012 Vol.32 1・2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◎横向温泉［猪苗代町］ 
 【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】 
 
 ブナや白樺の原生林に囲まれた横向温泉は、そ
の昔、八幡太郎義家が奥州征伐の折、弓で目を射
られた白蛇が岩の割れ目から湧き出る湯で傷を
癒すのを発見したことが起源と伝えられる温泉
です。 
安達太良連峰の湯脈から湧く源泉は、炭酸水素

イオンと鉄イオンを含み、身体がしんから温まる
湯治の湯として親しまれてきました。 
横向川沿いに建つ「森の旅亭 マウント磐梯」は日帰り入浴も可能。八つのお

風呂がある「会津八湯」や露天風呂で、お湯を楽しむことができます。冬期間は
横向温泉スキー場もオープン。ウインタースポーツと温泉を両方満喫したいとい
うご家族やグループにオススメの温泉です。 
 
お問い合わせ先／猪苗代観光協会 TEL0242-62-2048 
森の旅亭 マウント磐梯 TEL0242-64-3911 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 大内宿周辺の湧き水（長寿の水） 
 【大内宿周辺の水の情報をお知らせします。】  
 
 ●地域の住民が守り続ける、高倉山が蓄えた湧き水 

 
 
 
 
 
 
 
 
 大内宿の入口に戻り、県道 346 号線を中山

峠方向南へ向かう。県道 131 号線（日光街道）との分岐点から手前約 2km ほどの
カーブ地点にあります。 
 湧き水は大きな石鉢に注がれ、パイプや屋根など整備されています。 
 地域の住民が先祖伝来の湧き水を守り続け、広場は地域のイベント等の憩いの
場としても親しまれています。遠方からも容器を持参し水を汲みに来る人が絶え
ません。 
 古来より街道を行き交う旅人の喉を潤し、今でも癒しのスポットです。 
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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。 

 
●干し柿の天ぷら 
［材 料］5人分 
 干し柿…10個 
 小麦粉…50g 
 卵…1/4個 
 塩…少々 
 油…適宜 
 
 
［作り方］ 
①干し柿はへたを付けたまま実に包丁を入れて種を取る。 
②小麦粉、卵、塩、水をまぜあわせ天ぷらの衣を作る。 
③油を熱し、①を②に付け揚げる。 
 
［ワンポイント］ 
少し硬くなってしまった干し柿も、揚げることでやわらかくいただけます。衣は
付け過ぎないように、薄めにするのがコツです。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
今年は辰年、飛翔の年です。元気な会津の情報を発信する「あかべえ通信」を
お楽しみください。 
 


