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 会津あかべぇ通信 Vol.85  
2012年4月15日発行 

 
例年よりちょっと遅れていた春の便りがやっと会津にも届きました。桜のつ

ぼみも暖かな日差しを受け膨らみ始めています。春の陽気に誘われて山里の散
策に出かけてみるのも楽しいものですね。 
 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 
●東山温泉＆芦ノ牧温泉で宝探しゲームを体験！ 

２）イベント情報 
●新緑を眺めながら会津本郷焼の器で楽しむ大茶会 
●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 春のイベント情報！ 
４）会津のいい湯★セレクション 
●沼尻温泉［猪苗代町］ 

５）大内宿からラブレター 
  ●有限会社芳賀商店 
６）会津の郷土料理 
●ひしまき 

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

1）知っ得！話題● 
  東山温泉＆芦ノ牧温泉で宝探しゲームを体験！ 
『リアル宝探しイベントin福島 コードF-2』 

 

期間／平成２４年３月３日（土）〜５月２７日（日） 

場所／福島県内の７温泉エリア（いわき湯本、飯坂、土湯、岳、磐梯熱海、東山、芦ノ牧） 
 
 福島県内にある７つの温泉を会場に、宝の地図
（参加チラシ）をヒントに隠された宝箱を探しだす、
体験型宝探しゲーム「コード F-2」がスタート！３
つの暗号を解読して発見した宝箱のキーワードを、
各エリア所定の発見報告所に報告。正しいキーワー
ドを見事発見できた方には、オリジナル特典と発見
者賞をプレゼント。さらに応募すれば、地酒や銘菓
といった福島県の特産品や、温泉の宿泊券など、発
見した宝箱の数で当選する賞品が増える W チャン
ス付き！ご家族やグループで、７つの温泉の秘宝を
見つけてみませんか。 
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お問い合わせ先／ 

福島県観光交流課 TEL024-521-7398 

東山温泉観光協会 TEL0242-27-7051 

芦ノ牧温泉観光協会 TEL0242-92-2336 
[情報はこちら！] http://www.takarush.jp/promo/fukushima2/index.html 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２） イベント情報 
●新緑を眺めながら会津本郷焼の器で楽しむ大茶会 

【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『炎の郷・向羽黒山城跡ふれあい茶会』 
開催日／平成 24 年 5月 27 日（日）午前 10 時〜午後 3時 
場所／会津美里町本郷地域・向羽黒山城跡周辺 

 会津地方に茶道文化を広めたとされる戦国
武将・芦名盛氏の山城跡を会場に行われる「ふ
れあい大茶会」。さわやかな新緑に包まれた野
外の茶席のほか、数カ所に設けられた会場では、
初めての方でも気軽に薄茶や濃茶を味わうこ
とができます。また今回は、白河歴史文化協会
が所有する甲冑の試着コーナーも開設。歴史フ
ァンにはうれしい、戦国時代の雰囲気も楽しめ
る野点茶会です。 
 
◎茶席一服（菓子付）…３００円 
◎甲冑試着…１名 1000 円※当日受付、茶席券付 
 

お問い合わせ先／ 
会津美里町本郷インフォメーションセンター TEL0242-56-4637 
 
 
●会津鉄道新着情報！ 
  【平成２５年大河ドラマ「八重の桜」放送決定ウォーキング開催！！】 
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第１弾 八重の桜ウォーク 一ノ堰編 
 平成２４年４月２８日（土） 会津鉄道 門田駅 午前１０時１５分集合 
   
 八重の父 権八ゆかりの地をめぐる約４キロのコースです。 
 
第２弾 八重の桜ウォーク 鶴ヶ城編 その１ 
 平成２４年４月２９日（日） 会津鉄道 西若松駅（東口） 午前１０時１０分集合 
 
 八重の生家跡や鶴ヶ城籠城戦の足跡をめぐる約４．５キロのコースです。 
 
第３弾 八重の桜ウォーク 鶴ヶ城編 その２ 
 平成２４年５月６日（日） 会津鉄道 西若松駅（東口） 午前１０時１５分集合 
 
 八重が守りたかった鶴ヶ城の隠された謎をめぐる約４．５キロのコースです。 
 
３回開催される八重の桜ウォークに参加して新島八重について学んでみよう！ 
各ウォークには事前参加申し込みが必要になります。 
 
◎参加申込締切 
 第１弾 八重の桜ウォーク 一ノ堰編     平成２４年４月２５日（水）まで 
 第２弾 八重の桜ウォーク 鶴ヶ城編 その１ 平成２４年４月２５日（水）まで 
 第３弾 八重の桜ウォーク 鶴ヶ城編 その２ 平成２４年５月４日（金）まで 
 各回とも参加費 ５００円（保険料含む） 
 また、第１弾、第２弾 八重の桜ウォーク両日に参加された方には、 
 もれなくプチプレゼントを進呈！ 
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5885 
 
[こちらの情報もご覧ください！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=863 
 
 
●「東武日光線直通運転記念乗車券」好評発売中！ 

 
 会津鉄道では、平成 24
年3月17日（土）よりAIZU
マウントエクスプレス号
の東武日光線直通運転を
記念し、記念乗車券を発
売いたしました。 
 
（写真はイメージです） 
 
数に限りがありますので
お早めにお求め下さい！ 
 
 
 

名称／「AIZU マウントエクスプレス」号 東武日光線直通運転記念乗車券 
    ※乗車券は硬券、台紙付き 
発売開始／平成 24 年 3月 17 日（土） 各窓口営業開始時間より 
発売枚数／600 セット限定 
発売額／1セット 700 円（税込） ※小人の設定はありません。 
設定内容／西若松駅から 400 円区間・会津高原尾瀬口から 300 円区間 
有効期間／平成 24 年 3月 17 日（土）～平成 24年 9 月 16 日（日）まで 
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発売箇所／西若松駅、芦ノ牧温泉駅、湯野上温泉駅、会津下郷駅、会津田島駅、
会津高原尾瀬口駅、直通列車車内、オンラインショップ「ばすのみせ」 
 
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5885 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=857 
 
 
●お座トロ展望列車 平成 24 年 4 月２１日運行開始！ 

 
   会津鉄道人気の「お座トロ展望列車」の
運行が平成24年 4月 21日より始まります。 
 桜の見頃に合わせての、春の沿線からお
楽しみ下さい。 
 運行日などの詳細を掲載したパンフレッ
トが出来上がりました。会津鉄道各駅等に
用意してあります。 
 
[情報はこちら！] 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
●会津鉄道＆レトロバス「猿游! 号」で行く大内宿 
               共通乗車割引きっぷ発売します！ 

 
 会津鉄道と広田タクシーとの共通乗車割
引券『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』を発売いた
します。 
 大内宿に行くなら、このきっぷが大変お
得です。 
 
発売期間／平成 24年 4月 1日～11 月 30 日
まで 
発売箇所／会津鉄道有人駅（西若松、芦ノ
牧温泉、湯野上温泉、会津田島計 4駅）、会
津鉄道車掌及び猿游! 号車内 
 
[情報はこちら！] 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

3）会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道沿線 春のイベント情報！ 
  【会津鉄道沿線の情報をお知らせします】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=866 
 
 

 
 
●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/ 
 
 

 !  
 
●かなり得だね！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 
 
●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 
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●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 3・4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 3・4 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◎沼尻温泉［猪苗代町］ 
 【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】 
 
 沼尻温泉と近くの中ノ沢温泉に引き湯されてい
る、沼尻硫黄鉱山跡に湧く源泉からは、毎分１３,
４００ℓもの湯が自噴。単一の湧出口としては日本
トップクラスの湯量を誇る温泉です。良質の湯の華
が採取される硫黄成分をたっぷり含んだ酸性の強
い湯は、地元では「塩抜きの湯」と呼ばれ親しまれ
てきました。近年は湯上がりの肌がつるつるになる
美人の湯として注目を集めている、自然豊か 
な山の名湯です。 
 
お問い合わせ先／猪苗代観光協会 TEL0242-62-2048 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）塔のへつりからラブレター from 芳賀 花子さん 有限会社芳賀商店 
【塔のへつりから春の味わいをお届けします】   
 

   今年は例年になく春の訪れが
遅く桜の開花はまだ少し先の様な
感じがします。そんな中、早春の
山の恵みが届きました。今回紹介
する塔のへつりの芳賀商店さんは
そんな山の恵みを店主の花子ばぁ
やがやさしい笑顔と一緒にごちそ
うしてくれるお店です。  
  芳賀商店さんは下郷町で昔か
ら味噌屋を営んでおり、店頭には
沢山の自慢の味噌や味噌漬がとこ
ろ狭しと並んでいます。その美味
しい味噌とキノコや山菜などをふ
んだんに使った温かいお味噌汁を

店頭で振舞ってもらえます。塔のへつりの散策で少し冷えた体をやさしく温めてくれ
るでしょう。もっと温まりたい方は花子ばぁやお勧めの「からしみそ」をほんの少し
入れて食べると体の芯からホットになること間違いないです。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

味自慢のお味噌、そのなかでもお店イチオシの「からしみそ」 

沼尻温泉／田村屋旅館 
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   また、芳賀商店さんでは年間を通して下郷町で採れた山の滋味をふんだんに含んだ
山菜などを沢山取り扱っています。今の時期は鮮烈なイエローグリーンを身にまとい、
ほろ苦さが印象的な「ふきのとう」が一番のお勧めです。ばぁや特製のふきのとうの
天ぷらにふき味噌をつけて食べるという何とも贅沢な逸品を店頭で食べることができ
ます。 

  
 
 
 
 
 

 
 

   店頭には山の恵み。揚げたてふきのとうの天ぷらとアツアツお味噌汁 
 
 美味しい食べ物も魅力的なのですが、それ以上に花子ばぁやの人情味豊かな人柄に
惚れて何度も訪れたくなる素敵なお店です。  
 
●有限会社芳賀商店  
 営業時間 ８：００ ～ １７：００ （その日の状況により変わります）  
 定休日  年中無休  
 お問い合わせ ＴＥＬ：０２４１－６７－４０６３／ＦＡＸ：０２４１－６７－４０６７ 
 おすすめ商品 自家製みそ、からしみそなど 
 
  芳賀商店さんがある「名勝 塔のへつり」には会津鉄道 塔のへつり駅下車 徒歩５分です。 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

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。 

 
●ひしまき 
［材 料］ 
 もち米…5合 
 笹の葉…30枚 
 すげ……15本 
 
 
 
［作り方］ 
①もち米は水洗いして水切りしておく。 
②笹の葉は洗って水切りしておく。 
③すげは、水に浸してやわらかく戻しておく。 
④笹の葉をじょうご状にして①を適量入れる。 
⑤もう一枚の笹の葉を蓋にして三角に包み、すげで結わえる。 
⑥⑤を５個ずつまとめて結ぶ。 
⑦⑥を一晩水に浸けて引き上げ、たっぷりの水で30分〜40分茹でる。 
⑧きな粉やさとう醤油をつけて食する。 
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［ワンポイント］ 
熊笹の新葉がそろう初夏は、ちょうど田んぼの仕事が忙しくなる時期。仕事の

合間のおやつや昼食として食されてきた一品です。すげが手に入らない場合は、
い草や細めのビニール紐などで代用できます。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
季節外れの寒気に覆われたこの春、会津地方の桜の開花は例年よりも少し遅く
なり、見頃は４月下旬となる予想です。今年のゴールデンウィークはご家族やグ
ループで、咲き誇る桜の花を巡る会津の春旅に足を運んでみませんか？ 


