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 会津あかべぇ通信 Vol.86  
2012年4月30日発行 

 
ここ数日の暖かさのおかげで、会津鉄道沿線の桜も一気に咲き始めました。ま

さに春本番といった感じです。また、桜が終われば萌えるような新緑へと車窓は
時間と共に変わって行きます。お気に入りの車窓風景を見つけに汽車旅に出掛け
てみませんか！？ 
 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●まち歩きで楽しむ、ちょっぴり幸せ気分のスイーツ！ 
２）イベント情報●子どもの頃にあこがれた懐かしの名車が大集合！ 
３）会津鉄道からおすすめ情報 
４）会津のいいもの★セレクション●会津地鶏くんせい卵［会津坂下町］ 
５）塔のへつりからラブレター●岪（へつり）工房 北村 寿万子さん 
６）会津の郷土料理●笹だんご 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題● 
まち歩きで楽しむ、ちょっぴり幸せ気分のスイーツ！ 
期間／平成 24 年 4 月 1日（日）〜６月 30 日（土） 
 
 まち歩きのひと休みに、人気の菓子店
やカフェで自慢の美味しいスイーツはい
かがですか？会津若松市の中心部、大町
札の辻界隈と東山温泉にある 14 の「まち
歩きスイーツ」参加店では、期間中ワン
コイン（500 円）のオリジナルスイーツを
ご用意。各店自慢のスイーツを味わって
スタンプを 2 個集めると、東山温泉と芦
ノ牧温泉の参加施設で日帰り温泉入浴を
半額で楽しめます！また、応募すれば抽
選で両温泉のペア宿泊券やスイーツセッ
トが当たる特典付！会津の城下町を目と
舌で楽しむ、おいしい散策をぜひどうぞ。 
 
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 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２） イベント情報● 
   子どもの頃にあこがれた、懐かしの名車が大集合！ 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
『第９回西会津ふるさとなつかし Car ショー』 
日時／平成 24 年 5 月 27 日（日）午前 10 時〜午後 3時 ※雨天決行 
場所／西会津町さゆり公園 

 1979 年以前に生産・デザインされた、懐
かしい往年の名車やスーパーカーなど約
200 台が集結する、クラシック Car フェステ
ィバルが西会津町で開催されます。 
 会場では、クラシックカーやバイク、スー
パーカーの展示のほか、フリーマーケットや
ミニライブ、エビスサーキット協賛のレース
クイーン撮影会も開催！地元の物産品販売
や、自衛隊車両の展示も行われます。子ども
の頃にあこがれたあの名車に出合えるか

も？大人から子どもまで楽しめる初夏の祭典にぜひお出かけ下さい。 
 
お問い合わせ先／西会津町振興公社 TEL0241-45-2025 
[情報はこちら！] http://www.lotosinn.com/ 
 

●会津鉄道新着情報！ 
  【新緑の舟子街道ウォーク開催！！】 

 会津若松市大戸町。かつては人の往来で賑わっていた幻の街道を偲
びます。 

 舟子峠からは息を呑むような大パノラマがご覧いただけます。新緑
に染まる山を歩きましょう。 

 ゴールの芦ノ牧温泉駅ではネコ駅長「ばす」に会えるかも？ 

 平成２４年５月１９日（土） 会津鉄道 西若松駅（東口） 午前
９時００分集合 

 大川ダム公園駅まで列車で移動して、舟子街道を歩き芦ノ牧温泉駅
まで歩きます。 

森林浴を楽しみながらの約１１キロメートルのウォークです。 
 
◎参加申込 
 参加費 ５００円（保険料含む） 
 別途、西若松～大川ダム公園駅の運賃が必要です。（大人６００円／小人半額） 
 
 お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5886 
 
[こちらの情報もご覧ください！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=869 
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  【～素敵沿線～駅からハイキング 5/26(土) 春の龍王峡ハイク】 
 

 
 新緑と渓谷を渡る爽やかな風を感じながら歩く約２キロメートル
のハイキングです。   
 ハイキングの後は、湯西川温泉駅に隣接する日帰り温泉で立ち寄
り入浴を楽しめます。 
 
 出発日   平成２４年５月２６日（土） 
  会津鉄道 西若松駅（東口） 午前７時５０分集合 
 旅行代金  ２，８００円（自由食事・入浴料含まず） 
 募集人員  ２０名（最少催行人員 ８名） 
 
 
 

企画・実施 会津鉄道株式会社（福島県知事登録旅行業 2-236 号） 
〒965-0853 福島県会津若松市材木町一丁目 3-20 
国内旅行業務取扱管理者 石田貴之 
TEL 0242-36-6162 FAX 0242-26-9730 
 お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5886 
 
[こちらの情報もご覧ください！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=602 
 
 
●ゴールデンウィーク毎日運行 

 
   会津鉄道人気の「お座トロ展望列車」はゴールデンウィーク期
間毎日運行しております。ご家族、お友達とご一緒に桜から新緑
に移り変わる車窓をお楽しみ下さい。 
 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 
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●２０１２年会津まつり開催情報 
 

 
 ◎２０１２年９月２１日（金） 
  提灯行列・会津磐梯山踊り 
 
 ◎２０１２年９月２２日（土） 
  日新館童子行列・鼓笛隊パレード 
  会津磐梯山踊り 
 
 ◎２０１２年９月２３日（日） 
  先人感謝祭・会津藩公行列 
 
 ◎お問い合わせ先 
  会津まつり実行委員会 
  TEL 0242-24-3000  
 

[情報はこちら！] http://www.aizukanko.com/ 
[チラシを見る（ＰＤＦ）] http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/120430/image022.pdf 

 

■ギャラリー 青冬蔵（そよごのくら）                         
[青冬蔵の紹介はこちら] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=830 
                                              
会津鉄道「芦ノ牧温泉南駅」から徒歩１分。蔵づくりの素敵なギャラリー「青冬蔵（そよごの
くら）」が開館一周年を迎えます。 
 一周年を記念して「和紙ちぎり絵展」が開催されます。 
 自然の美しい化身となった和紙から生まれる世界観をお楽しみ下さい。 
 開催は、周辺の桜がちょうど見頃の頃となっています。大川を背景にお花見がてら、ぜひ足
をお運び下さいませ。 

『和紙ちぎり絵展』  [こちらをご覧ください] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=92 
【開催期間】 
 平成 24 年 4 月 29 日（日）～5月 18 日（金） 
【開催場所】 
 ギャラリー「青冬蔵」 会津鉄道 芦ノ牧温泉南駅から徒歩 1分 
 
               会津鉄道 芦ノ牧温泉南駅すぐ 
                        ・西若松駅～芦ノ牧温泉南駅（片道 600 円） 
                        ・会津若松駅～芦ノ牧温泉南駅（片道 780 円） 
【開館時間】 
 10：00～17：00 入場無料 

                       〒969-5133 
                            福島県会津若松市大戸町大川甲 400-3 
                                                  Mobile:090-6935-4684 
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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=876 
 
 

 
 
● 平成24年4月1日（日）～ 平成25年3月31日（土）まで 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 
 
 

 
 
●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 
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●東武沿線見聞録TOBUMARCO（トウブマルコ） 2012 Vol.34 5・6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 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

4）会津のいいモノ★セレクション◎ 
            会津地鶏くんせい卵［会津坂下町］ 
 【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 平飼いされた元気な会津地鶏の卵を食塩・
昆布・醤油で味付けし、桜ナラのチップで一
週間かけて香ばしくスモーク。卵のコクとう
まみがぎゅっと詰まったくんせい卵は、ぷる
っとした白身と、なかまで味が染みたしっと
り黄身のバランスが絶妙のおいしさ！ 
会津旅行のおやつに味わうのはもちろん、

日持ちするのでお土産にも最適。お酒の肴や
ピクニックのお弁当にもぴったりです。 
 
お問い合わせ先／株式会社GAizu信 
 TEL0242-93-8123 
[情報はこちら！] http://gaizusin.web.fc2.com/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）塔のへつりからラブレター from 北村 寿万子さん 岪（へつり）工房 
【塔のへつりから木の香りをお届けします】   
 

 岪（へつり）工房店主北村 寿万子さ
んは亡くなられたお父様のこけし作り
を見て育ったこの道４０年の職人さん
です。 
繊細なカンナさばきでこの土地独特の
「へつり型」と呼ばれるこけしの木地を
作り上げてしまいます。工房では製作の
様子を見学することが出来ます。また、
店頭でこけしの絵付け体験も出来ます
ので世界に一つしかないオリジナルこ
けしを大切な人へプレゼントしてみて
はいかがでしょうか。  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
こけしと並んでへつり工房の主力商品は「なめこの置物」です。なめこは会津の特

産品であり、菌糸を増やしてどんどん増えることから「金が増える」ということで金
運アップの置物として人気があります。  

 
●岪（へつり）工房  
 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：０２４１－６７－４０６２ 
   おすすめ商品 伝統こけし、岪（へつり）こけし等 
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   こけし絵付け体験 １回３００円／所要時間約３０分 
 ※１０名以上要予約 
  岪（へつり）工房がある「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。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「塔のへつり」駅にある大きなこけしは、寿万子さんのお父様の作品です。 

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

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。 

 
●笹だんご 
［材 料］（15個分） 
 もち米粉…1.5合 
 うるち米粉…1.5合 
 よもぎの葉…適量 
 粒あん…適量 
 笹の葉…45枚 
 すげ……15本 
 
［作り方］ 
①よもぎの葉は茹でて水気を切り、細かく刻んでおく。 
②もち米粉とうるち米粉を混ぜ、熱湯を少しづつ注ぎながらこねる。 
 ※耳たぶより少し固めが目安。 
③細かく刻んだよもぎの葉を②にすりこぎ棒でつき混ぜ、全体に混ざるようよく
こねる。 
④生地を15等分して丸形に伸ばし、粒あんを包んで俵型に形を作る。 
⑤笹の葉に包む※１個につき３枚を使用 
⑥すげで結ぶ 
⑦蒸し器に入れ蒸す。※蒸気が上がってから20分位が目安 
⑧よく冷ます。笹の葉を剥いて味わう。 
 
［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。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
会津若松の観光名所・鶴ヶ城もようやく桜が咲きそろいました。会津盆地はこ
れからが花のシーズン本番です。初夏の風を感じながら、アヤメやツツジ、ヒメ
サユリ、ニッコウキスゲなど、各地に点在する花の名所をぜひ巡ってみませんか？ 


