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 会津あかべぇ通信 Vol.81  
2012年2月15日発行 

 
雪の季節を惜しむように各地で雪のイベントが開催されているなか、春の便

りも届いて来ました。 
 白銀の世界には、あたたかな灯りがよく合います。残り少ない雪の会津をど
うぞお楽しみ下さい。 
 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。 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）知っ得！話題 
●華やかに春を彩る会津の雛めぐり 

２）イベント情報 
●約100万株の福寿草が咲く国内最大級の群生地 
●会津鉄道新着情報！ 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道沿線 おひなさまめぐり！ 
４）会津のいい湯★セレクション 
●さかい温泉［南会津町］ 

５）大内宿からラブレター 
  ●大内ダム 
６）会津の郷土料理 
●棒たら山椒漬 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

1） 知っ得！話題●華やかに春を彩る会津の雛めぐり 
 

 女の子の幸せを願って飾られる雛人形。 
商店街の軒先を華やかに彩る雛飾りを眺め歩きな

がら街の散策を楽しむ「ぐるっと会津のひなめぐり」
では、４つの会場に設置されたスタンプ２個を集め
た先着 200 名に、起き上がり小法師がペアでプレゼ
ントされるスタンプラリーを開催。 
江戸時代の「享保びな」や、掛け軸、陶製といっ

た珍しいものも展示されます。 
 

◎開催期間／2月 4日（土）〜3 月 3日（土） 
 ◇会津若松市「ふる里のひなまつり」 
  会場／会津若松駅前〜大町通り〜野口英世青春通り 
  お問い合わせ先／アネッサクラブ TEL0242-28-0214 
 ◇猪苗代町「猪苗代 おひな様めぐり」 
  会場／中央商店街通り、猪苗代駅前〜役場通り  
  お問い合わせ先／株式会社まちづくり猪苗代 TEL0242-72-1415 
 ◇喜多方市「ひなの蔵めぐり」※開催は 3月 11 日まで 
  会場／小荒井地区、小田付地区、菅原町・駅前地区の各参加店舗 
  お問い合わせ先／蔵のまちなかギャラリー実行委員会 TEL090-4314-2781 
 ◇会津美里町「まちなか雛人形ギャラリー」 

会場／横町門前町通り〜天海大僧正通り 
お問い合わせ先／美里蔵・高田インフォメーションセンター TEL0242-54-2333 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

2）イベント情報 
●約100万株の福寿草が咲く国内最大級の群生地 

【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『福寿草まつり』 
開催日時／3月 18 日（日）〜4 月初旬頃 
場所／喜多方市山都町沼ノ平地区 
 
会津有数のそばの産地として知られる

喜多方市山都町。 
3月中旬、雪解けのすすむ沼ノ平地区で

は、春の陽射しに黄色の花を輝かせる福寿
草の群生が、待ちわびた春の到来を告げま
す。 
期間中、会場の「ふるさとコーナー」で

は、地元農産物やそば菓子、山菜なども販
売。会津の山里に春を探しに出かけてみませんか？ 
 
お問い合わせ先／ 
喜多方市山都町総合支所 産業課商工観光係 TEL0241-38-3830 
 
 
●一番列車で行く「世界遺産日光の旅」ツアーの参加を募集！！ 
【会津鉄道新着情報！】 
 

 会津鉄道では、平成 24 年 3 月 17 日（土）から「AIZU
マウントエクスプレス号」が会津若松・日光間を直
通運行することを記念しまして、「世界遺産日光の
旅」ツアーの参加を募集いたします。 
 藩政時代から歴史的に強い絆で結ばれた日光と会
津。 
 日光への旅が便利になった会津鉄道で歴史を感じ
る旅に出かけませんか？ 
 皆さまのご参加をお待ちしております。  
 
出発日／平成 24 年 3月 17 日（土） 日帰り 
旅行代金／大人お 1人様 8,900 円（東武日光直通運
転記念価格） 
募集人員／40 名様  

 
※添乗員が同行致します。 
※昼食付き 
※途中駅から乗車も同料金になります。 
 
お問い合わせ先／ 
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=852 
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●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／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 
 
 
●会津鉄道開業 25 周年記念「東京スカイツリーにのぼろう！」 
 

 会津鉄道では開業 25 周年を記念し、「東京スカ
イツリーにのぼろう！」ツアーの参加を募集いた
しております。 
 平成 24年 5月 22日に開業したばかりの東京ス
カイツリー第 1展望台に入場できるツアーで、旅
行代金も大変お得となっております。 
 東京の新しい観光スポット「東京スカイツリ
ー」にいち早くのぼりませんか？ 
 皆さまのご参加をお待ちしております。 
 
出発日／平成24年5月25日（金）、6月1日（金）、
6月 8日（金）、6月 15 日（金）、6月 22 日（金）、
6月 29 日（金） 
旅行代金／（25周年記念価格）1泊2日ツイン お
1人様 大人 19,900 円 こども 15,500 円 

募集人員／各日 24 名様限定（最少催行人員 15 名様） 
※添乗員が同行します。 
 
お問い合わせ・お申し込み／ 
会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-36-6162 FAX 0242-26-9730 
※詳細は会津鉄道ホームページをご覧ください。 
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●「3月 3 日（土）南会津雪ウォーク」に会津鉄道割引きっぷで行こう！ 
 
 福島県南会津郡南会津町で 3月 3日（土）、一
面の銀世界を舞台に「南会津雪ウォーク」が開
催されます。 
 会津鉄道では、このイベント当日限定で、「南
会津雪ウォーク」参加者のみ有効の特別割引き
っぷを発売します。 
 
割引発売日／平成 24 年 3月 3日（土） 
割引区間／会津鉄道線内（西若松～会津高原尾
瀬口間） 
割引内容／会津鉄道割引区間において「南会津
雪ウォーク」チラシを掲示することで、大人普
通運賃を 5割引きいたします。（小人は対象外で
す。） 
 

※「南会津雪ウォーク」参加の方に限ります。 
※平成 24年 3 月 3日（土）のみ有効 
※会津鉄道 会津山村道場駅乗降に限ります。 
 
 
発売箇所／会津鉄道有人駅（西若松、芦ノ牧温泉、湯野上温泉、会津下郷、会津
田島、会津高原尾瀬口 計 6駅）及び車掌 
 
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=102 
 
 
お座トロ展望列車 2 月の指定日に冬の会津を運行中！ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 会津鉄道人気の「お座トロ展望列車」は、平成 24年 2 月の指定日に運転してい
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。 
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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 
 
 
会津鉄道冬の特別企画「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 
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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 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

3）会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道沿線 おひなさまめぐり！ 
 【会津鉄道沿線の情報をお知らせします】 

 
 
 
 
 
 
 

会津鉄道沿線 おひなさまめぐり！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=854 
 
 

 
 
●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=851 
 
●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 
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●東京スカイツリー情報！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=536 
 
 

 
 
●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 
[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◎さかい温泉［南会津町］ 
 【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】 
 

 南会津町南郷地区の小高い山腹に湧
く「さかい温泉」は、宿泊施設さゆり
荘の自家源泉。展望露天風呂から見渡
す奥会津の雪景色と、まろやかな湯質
の硫酸塩化物泉が美肌の湯として評判
の温泉です。 
スキーやスノーボードを楽しめる南
郷スキー場までは徒歩５分。冬の休日
を満喫したい方におすすめな、とって
おきの温泉です。 

 
お問い合わせ先／さゆり荘 TEL0241-73-2121 
[情報はこちら！] http://www.sayurinosato.co.jp/sayurisou/sayuri-net3.htm 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 大内ダム 
 【大内宿の周辺を案内いたします。】  
 
  「大川羽鳥県立自然公園に指定された景勝地、大内沼が水源。」 

 大内ダムは大内宿の上流に位置し、
堤上部からは大内宿が一望できます。 
周辺は夏でも冷涼で、秋には紅葉の見
所でもあることから、大内宿に訪れた
観光客が足を延ばすことが多い。 
 所要時間 1 時間ほどでダム湖を一周
する遊歩道も整備されているので、自
然の中での散策も楽しめる。 
 大内ダムは下郷発電所の上部調整池
で、下部調整池である「大川ダム」と

の間で有効落差を利用して純揚水式発電を行っている。 
 
●会津鉄道 湯野上温泉駅よりタクシーで約 20 分 
 大内宿より福島県道１31 号下郷会津本郷線を会津美里町方面へ向かう。 
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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。 

 
●棒たら山椒漬 
 
［材 料］ 
 棒たら…1kg 
 しょうゆ…200cc 
 酢…200cc 
 酒…200cc 
 砂糖…50g 
 山椒の葉…適宜 
 
［作り方］ 
①棒たらは一口大に切り水に浸けて一晩おく。 
②しょうゆ、酢、酒、砂糖を合わせて一煮立ちさせ、冷ましておく。 
③山椒の葉は水洗いし水気をよくとっておく。 
④漬鉢に①と③を交互に入れて仕込む。 
⑤冷ました②を入れ一週間程度漬け込む。 
 
［ワンポイント］ 
山椒の新芽が出始める頃に作る伝統的な保存食です。冷蔵庫で保管し、漬鉢は

密封できるフタのついたタッパーなどで代用してもOK。山椒葉の量や漬け具合な
ど、お好みで調節しながらお楽しみください。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
会津の各地域では雪遊びや冬の味覚を楽しめる冬まつりが開催中。スノーシュ
ーや、冬の自然観察のツアーも人気です。あたたかな春が来るその前に、冬なら
ではの楽しみを満喫してみませんか。 
 


