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 会津あかべぇ通信 Vol.87  
2012年5月15日発行 

 
 「目には青葉 山ほととぎす 初鰹」 南会津の木々の緑がまばゆく輝く季
節がやってきました。そろそろ薄紫色の藤の花が咲き始めます。列車の窓越し
に流れる大川渓谷の新緑を楽しんで見ては如何でしょうか？ 
 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●会津の歴史を学ぶ人気スポットをお得に巡ろう！ 
２）イベント情報●新緑の丘に可憐に花咲く30万本のヒメサユリ 
３）会津鉄道からおすすめ情報●写真で振り返る八重の桜ウォーク パート１ 
４）会津のいい湯★セレクション●玉梨温泉［金山町］ 
５）塔のへつりからラブレター●五晃苑 塔のへつり店 店長 渡部 民治さん 
６）会津の郷土料理●三五八 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題 
●会津の歴史を学ぶ人気スポットをお得に巡ろう！ 
 江戸時代の会津藩家老西郷頼母の屋敷を中心に、歴史的建造物が軒を連ね
る「会津武家屋敷」や、現役の酒蔵で地酒の醸造工程を学びながら清酒や焼
酎の試飲もできる「会津酒造歴史館」、赤瓦も勇壮な幕末当時の姿を再現した
「鶴ヶ城天守閣」といった、会津観光の人気スポット３カ所で使えるお得な
共通入場券で、会津の歴史に触れてみませんか？ 
◎共通入場券［一枚］ 
 大人…1000 円（通常 1550 円）、こども…600 円（通常 750 円） 
お問い合わせ先／ 
会津バス観光 A・T・S株式会社  TEL0242-24-6666 ※日・祝日は休業 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２） イベント情報 
●新緑の丘に可憐に花咲く30万本のヒメサユリ 

 
『第 29 回ひめさゆり祭り』 
期間／平成 24 年 6 月 6日（水）〜6 月 20 日（水） 
場所／喜多方市熱塩加納町・ひめさゆりの丘 
 
 緑が芽吹く緩やかな丘に、やさしい薄紅色のヒメサユ
リが花開く頃。喜多方市熱塩加納町では約 30 万本が自
生する「ひめさゆりの丘」をメイン会場に、「ひめさゆ
り祭り」が開催されます。期間中は鑑賞会や写真コンテ
スト、ステージイベントも予定。初夏の風にゆれる可憐
なヒメサユリを眺めながらのんびり散策するくつろぎ
の時間を楽しめます。 

 
お問い合わせ先／熱塩加納総合支所産業課 TEL0241-36-2115 
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●新緑の中、向羽黒山城跡でお茶を一服 
 

 会津鉄道では、平成 24年 5 月 27 日（日）「向羽黒山ふれあい茶
会ウォーク」を実施いたします。 
南若松駅をスタートし大川（阿賀川）河川敷を歩き、向羽黒山を目
指します。 
 二曲輪（にのくるわ）広場から自由行動となります。当日は、ふ
れあい茶会の他いろいろなイベントが実施されております。 
 
◎参加申込 
 参加費 ５００円（保険料含む） 
 別途、西若松～南若松駅の運賃が必要です。（大人２００円／小
人半額） 
 
 お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 
0242-28-5885 
 

[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=877 
 
 
 
●新緑の南会津で風になろう。第７回サイクルトレイン 

 
 会津鉄道では、平成 24 年 6 月 23 日（土） 
「第７回 サイクルトレイン」を実施いたします。 
 西若松駅から列車に自転車を積み込み、サイクリングのスタ
ートとなる会津田島駅へ向かいます。 
 会津田島駅から西若松駅までの約５０キロの道のりを大川の
渓谷を眺めながらサイクリングを楽しみます。 
 
 ◎参加申込 
 参加費 １，５００円（保険料・コース内運賃含みます） 
  
 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=878 
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●５，６月も土曜休日を中心に運行 
 
   会津鉄道人気の「お座トロ展望列車」は５、６月も土曜休
日を中心に運行しております。ご家族、お友達とご一緒に新緑
に彩られた大川の渓谷をお楽しみ下さい。 
 運行日などの詳細を掲載したパンフレットがございます。会
津鉄道各駅等に用意してありますのでご利用下さい。 
 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
●サイクルトレイン～・ご利用可能列車増便＆・平日も利用可～ 

 
   会津鉄道では、エコ志向の広がりによるサイクリング人口の
増加に伴い、サイクリストへの利便性向上を図るため西若松駅
～会津田島駅間の有人駅において「サイクルトレイン（自転車
を列車に積み込む）」を実施いたします。 
自転車でより身近に自然を体感したい旅、小回りのきく旅はい
かがですか？旅費も環境へもエコな旅におすすめです！ 
 
●ご利用可能列車が増えました！ 
●平日もご利用可能となりました！ 
 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=871 

 
 
 

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

3）会津鉄道からおすすめ情報 
●写真で振り返る八重の桜ウォーク パート１ 
  【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=880 
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● 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 
 
 

 
 
●湯野上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=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 
 
●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/ 
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～「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）会津のいい湯★セレクション◎玉梨温泉［金山町］ 
 【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】 
 只見線会津川口駅から昭和村へと向う国道
400号沿いに湧く玉梨温泉。平行して流れる野
尻川に架かる橋を渡った先にある共同浴場は、
まさに秘湯の雰囲気たっぷり。男女別に設けら
れたコンクリートの小さな浴槽に、豊富に掛け
流しされている源泉は無色透明の炭酸水素塩
泉。やや熱めの湯は油分が含まれているため、
保温効果があり湯冷めの心配もないと評判で
す。温泉宿もあり、ご家族でゆったりと奥会津
の味覚とお湯を堪能できます。 
 
お問い合わせ先／金山町観光協会TEL0241-54-2311 
 
 

恵比寿屋旅館 



6 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）塔のへつりからラブレター 
 from 五晃苑 塔のへつり店 渡部 民治さん 
【全国でもトップクラスの下郷産蕎麦が味わえる】 
 

 店の入り口にある、あゆの塩焼きと
じゅうねん団子の匂いに誘われて店内
へ入ると半分がお食事処、半分が会津
地域と地元下郷町の名産の販売スペー
スになっています。 
 そこでとっても可愛いご当地ソック
スを発見!!(*^。^*) 
種類は５種類です。自分で履くのはも
ちろん、プレゼントに是非「ご当地ソ
ックス」などいかがでしょうか。男性
の方にはこちらの「トランクス」もお
ススメです！！ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お食事処のオススメは下郷産そば粉を使った「ねぎそば」と会津のＢ級グルメ
の雄「ソースかつ丼」です。 
 ねぎそばの特徴は、鰹だしの効いた汁に入った香り豊かな手打そばを箸を使わ
ず曲ねぎ１本で頂きます。ねぎは薬味なのでそのままかじって食べられます。ま
た「ソースカツ丼」はお蕎麦屋さんらしく和風だしとソースと合わせた秘伝のタ
レに揚げたてのカツをくぐらせた逸品です。カツとは思えないほどあっさり感が
たまらない癖になる美味しさです。  
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●お土産／御食事処 五晃苑 塔のへつり店  
 営業時間 ９：００ ～ 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：０２４１－６７－４５４５ 
    
 
 
 
 
 

 
「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。 

 
●三五八（さごはち） 

［材 料］ 
 もち米…４合 
 米麹…2.5合 
 塩…1.5合 
 
 
 
 
 

［作り方］ 
①もち米を炊飯器で炊き30分ほど蒸らしたあと、米麹をよくほぐしながら混ぜ合
わせる。柔らかくなってきたら表面を平らにして、そのまま４〜５時間ほど保温
する。 
②保温を止め、塩を加えてなじませる。 
③冷めたら容器に移し、蓋をして涼しい所に保存する。 
④漬け床にする場合は、そのつど適量を取り出して使用する。 
 ※漬込む野菜はあらかじめ、かるく塩漬けにしたものを使用する。 
 
［ワンポイント］ 
もち米のかわりに通常のうるち米を使ってもOK。会津の特産品としても知られる
昔ながらの漬物です。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
会津各地の山も次々と山開きを迎え、トレッキングを楽しむ人々で賑わう季節
になりました。森の観察やバードウォッチングなど自然に親しむレジャーもいろ
いろ楽しめます。新緑の美しいこの季節に、ぜひご家族で足を運んでみませんか？ 


