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 会津あかべぇ通信 Vol.80  
2012年1月31日発行 

 
1年で最も寒さの厳しい季節を迎えました。 

 積雪の中、会津線は順調に運行し、お客様の旅のお手伝いをしています。 
 2月には冬の会津を楽しめるお座トロ展望列車「新雪号、雪見号」が運行されま
す。この時期ならではの旅をお楽しみ下さい。 
 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 
●個性豊かな赤べこが集合！ 

   東北復興支援『赤べこプロジェクト』展＠会津若松が開催決定 
２）イベント情報 
●淡く小さなろうそくの炎が照らす、幻想的な会津の冬景色 
●2月18日（土）なかやま雪月火 開催！ 
●2月19日（日）しもごう冬の森体験「観音沼」 
●会津鉄道新着情報 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道 新企画ラインナップ！ 
４）会津のいいモノ★セレクション 
●ノダテマグ［会津若松市］ 

５）大内宿からラブレター 
  ●いとや 
６）会津の郷土料理 
●だんご汁 

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

1）知っ得！話題 
●個性豊かな赤べこが集合！ 
東北復興支援『赤べこプロジェクト』展@会津若松が開催決定 

 
 福島県の郷土玩具で縁起物の「赤べこ」。全国を巡回しながら、日本を代表する
さまざまなクリエイターたちが自由な発想でペイントしたオリジナル赤べこを展
示し、東北復興を応援するアート展覧会「赤べこプロジェクト展」が会津若松市
でも開催されます。 
会場では約250体の復興アート赤べこを展示するほか、絵付けワークショップや、
オリジナル赤べこのチャリティ販売などイベントも予定。 
ついつい笑顔がこぼれる作品の数々をぜひご覧ください。 
 

◎開催期間／3月 1日（木）〜7 日（水） 
 会場／会津稽古堂市民ギャラリー 
 
お問い合わせ先／赤べこ里帰りプロジェクト実行委員会 TEL050-3391-7136 
[情報はこちら！] http://akabekoproject.com/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

2）イベント情報 
●ゆらめくろうそくの炎が照らす、幻想的な会津の冬景色 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『会津絵ろうそくまつり〜ゆきほたる〜』 
開催日時／平成 24 年 2月 10 日（金）・11 日（土）午後 5時 30 分〜午後 9時 
メイン会場／会津若松市 鶴ヶ城・御薬園 

  
 約 7000 本のろうそくのあかりが、雪景色
の中に幻想的な世界を浮かび上がらせる
『会津絵ろうそくまつり〜ゆきほたる〜』 
 

 
 
 
 
 

瓦燈、竹筒、会津塗の燭台に据えられ
たろうそくに火が灯された会場では、ゆ
らめく光りが空間を彩り、厳かな雰囲気
を演出します。 
雪国会津の夜の散策を楽しんでみませ

んか？ 
 
お問い合わせ先／会津絵ろうそくまつり実行委員会 TEL0242-36-5043 
[情報はこちら！] http://www.aizu.com/erousoku/ 
 
 
●2 月 18 日（土）なかやま雪月火 開催！ 
 【会津鉄道沿線 冬のイベント情報！】 
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 下郷町なかやま花の郷公園を中心に、周辺の田園地帯で開催される「なかやま
雪月火」は約 2000 本のろうそくが灯される、美しい冬のイベントです。 
 会場では歳の神、コンサート、よさこい等のイベントの他、地元下郷町の郷土
料理も味わえ、地場産品の販売もいたします。 
 当日は、無料シャトルバスも運行しています。是非ご参加下さい。 
 首都圏から列車でお越しのお客さまは[ゆったり会津 東武フリーパス]をご利
用ください！ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=5 
 
お問い合わせ先／下郷町観光協会 TEL 0241-69-1144 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=849 
 
 
●2 月 19 日（日）しもごう冬の森体験「観音沼」 
               ～かんじき・スノーシューをはいて歩こう～ 
 
 神秘的なたたずまいで四季を通して人々を魅了する「観音沼」。 
 冬の観音沼森林公園を「かんじき」をはいて散策してみませんか？真っ白な銀
世界を堪能できるのは今だけ！広く地域の皆さんとの交流を深めながら自然と触
れあいましょう。 
 
開催日時／平成 24 年 2月 19 日（日） 
       午前 10 時受付（午前 10 時半スタート） 午後 2時半解散予定 
開催場所／観音沼森林公園駐車場集合 
参加費／無料（当日先客 150 名様） 
 
事務局／下郷町事業課産業振興班 TEL 0241-69-1188 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=850 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
●会津鉄道新着情報 
 【会津鉄道の最新情報をお知らせします】 
 
3 月 17 日（土）ダイヤ改正 会津若松～東武日光間の直通列車 1往復新設！ 

 
 
  
 

 会津鉄道では、平成 24年 3 月 17 日付けで JR 東日本、東武鉄道、野岩鉄道とと
もにダイヤ改正を行います。 
 このダイヤ改正の目玉は、快速 AIZU マウントエクスプレス号の「会津若松から
東武日光行きの直通列車（1往復）の新設」です。 
 日光と会津は藩政時代から歴史的に強い結びつきがあります。また、本年 5月
22 日には東京スカイツリーがオープンします。 
 新しい東京の名所東京スカイツリーと世界文化遺産のある日光、歴史と伝統が
息づく会津をトライアングルで結び、元気な会津、福島の復興の一助になればと
考えております。  
 
お問い合わせ先・お申込み先／会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5885 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/pdf/h24_nikkou.pdf 
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列車で GO！ 運転体験ができる！「ハッピートレイン」平成 24 年実施日決定！ 
 
 会津鉄道では、鉄道ファンに人気のイベ
ント「ハッピートレイン」を実施いたしま
す。 
 これは車両の運転体験が出来る、鉄道会
社ならではの貴重な企画です。 
 平成 23 年に実施し、大変好評でした。 
 新たな特典等をプラスし、平成 24 年も合
計 20 回実施することになりました。 
 「AT-500」「AT-600」「AT-700」、体験車両
は当日のお楽しみ！たくさんのお申し込み
をお待ちしております。 
 
 
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 
TEL 0242-28-5886 
FAX 0242-26-9730 
 

※お申し込みはメールのみとなります 
メールアドレス／happy-train@aizutetsudo.jp 
 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=744 
 
 
「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～ 
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！ 
 
 
主催／西若松駅を愛する会 
お問い合わせ／ 
会津鉄道株式会社 総務課  
TEL 0242-28-5885 

 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=12 
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お座トロ展望列車 冬の会津を運行いたします！ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 
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会津鉄道冬の特別ｌ企画「ほろ酔い列車」 ご好評につき増便します！ 
 
 会津鉄道では、平成 24年 1 月 14 日（土）
より 3 月 17 日（土）までの指定する土曜
日に「ほろ酔い列車」を運行しています。 
 大変好評につき、3 月に 2 回増便いたし
ます。 
 この機会にぜひご家族、お友達、会社の
仲間とこの冬一押しの「ほろ酔い列車」に
乗車しませんか？ 
 
 
 
 
 

運行日／平成 24 年 
1 月 14 日（土）・21 日（土）・28 日（土） 
2 月 4 日（土）・11 日（土）・18 日（土）・25 日（土） 
3 月 10 日（土）・17 日（土） 
増便／ 
平成 24 年 3 月 4 日（日）・11 日（日） 
 
西若松駅改札口集合 16：40 
 
参加費／ 
大人お 1人様 4,000 円 
子供お 1人様 2,500 円 
 
募集定員／ 
35 名（最少催行人員 10 名 添乗員が同行します。） 
※定員になり次第締切らせていただきます。 
 
お申込み／ 
乗車日の 2日前 17：00 まで 
 
コース／ 
西若松（16：59 発）～会津田島（18：04 着-18：19 発）～西若松（19：24 着） 
 
 
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=367 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

3）会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道 新企画ラインナップ！ 
  【会津鉄道の新たな取り組みをお知らせします】 

 
 
 
 
 
 
 
 

会津鉄道 新企画ラインナップ！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=357 
 
 

 
 
●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2・3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 
[情報はこちら！] 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◎ノダテマグ［会津若松市］ 
 【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 
木目の美しい国産木を会津のロクロ職人が削り、漆

器職人の手で一つ一つ本漆塗りを施し仕上げた、シン
プルスタイルの「ノダテマグ」。 
熱湯を注いでも持つ手に熱が伝わりにくく、約95gと

いう木工品ならではの軽さも魅力的。側面についたエ
ルク革の紐を登山リュックに結んで手軽に携行できる
ので、アウトドアはもちろん旅行にもオススメです。 
 

お問い合わせ先／ 
b Prese（ビープレゼ） TEL0242-27-3200 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 芳賀 憲子（いとや） 
 【大内宿のみなさんがお店をアピールいたします】  
 
  「大好きな演歌を流しながら皆さまをお待ちしております。」 

 平成７年にお店を始めました。車庫を利用
した小さなスペースから、今では会津漆器を
中心に商品が広がりました。 
木製漆器「納豆鉢」は珍しいオリジナルの人
気商品。軽くて温かみがあり、縁が厚くて安
定感がある持ちやすい器です。ねばねばした
納豆や具材が外に出にくい構造で機能的です。 
 他には、会津本郷焼き等の陶器を豊富に取
り揃えております。 

 また、私たちが普段仕事着にしているサムイの上下やシャツ、はんてん等の商
品もお客さまには気になる一品のようです。 
 お店は奥までありますので、どうぞゆっくりご覧下さい。 
 
・納豆鉢（スプーン付き）…2,000 円 
 
●定休日／不定休 
●営業時間／11：00～16：00（冬期） 8：00～18：00（通常） 
●お問合せ／お土産 いとや TEL（0241）68-2938 
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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。 

 
●だんご汁 
［材 料］4人分 
 だんご…12個 
 大根…150g 
 油揚げ…4枚 
 味噌…大さじ3 
 煮干し…適宜 
 
 
［作り方］ 
①市販のだんご粉または米粉を使い、だんごを作る。 
②大根は千切りにし、油揚げは短冊に切り油抜きをする。 
③鍋に煮干しで出し汁をとり、②の大根を煮る。 
④味噌で味付けする。 
 
［ワンポイント］ 
各家庭によって、しょうゆ味だったり、野菜の種類もいろいろ。冬にぴったりの
具沢山な汁物です。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 
［編集後記］ 
 ２月にはいると会津各地で、雪遊びや冬の味覚を楽しめる冬まつりがつぎつぎ
と開催されます。スキー場でも週末毎にイベントがもりだくさん。ウインタース
ポーツで賑わう会津の冬をぜひお楽しみください。 
 


