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 会津あかべぇ通信 Vol.88  
2012年5月31日発行 

 
会津鉄道沿線の田んぼでも田植えが行われ、初夏の日差しをたっぷり浴びなが

ら苗がすくすくと育っています。この時期は水の張ってある田んぼが水鏡のよう
になり走りゆく列車をその水面に映し出します。そんな風景を写真に収めてみた
らきっと素敵な鉄道写真になるかも知れないですね。 
 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●檜枝岐村からの尾瀬散策は平日宿泊がお得！ 
２）イベント情報●会津鉄道で行こう『東京スカイツリー天望の旅』 
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２ 
４）会津のいいモノ★セレクション●みつろうキャンドル［会津若松市］ 
５）塔のへつりからラブレター●お土産／御食事処栄屋（さかえや） 
６）会津の郷土料理●山菜の天ぷら 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題 
●檜枝岐村からの尾瀬散策は平日宿泊がお得！ 
 尾瀬の玄関口として知られる檜枝岐村では、平成 25 年 3 月 31 日までの期間限
定で、平日の宿泊者を対象にした『きてくら〜れ、平日だけの悠遊湯キャンペー
ン』を開催。尾瀬檜枝岐温泉観光協会加盟の山小屋、旅館、民宿に、平日一泊二
食付きで宿泊すると、通常料金より１名につき 2,000 円が割引！さらに加盟店で
使用できる商品券 500 円券もプレゼントされます。お得なこの機会に、檜枝岐村
の温泉と自然、地元の味をゆったりと満喫してみませんか？ 
 
◎対象期間：平成 24 年 4月 1日〜平成 25 年 3月 31 日 
お問い合わせ先／尾瀬檜枝岐温泉観光協会  TEL0241-75-2432 
[情報はこちら！] http://www.oze-info.jp/leisure/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２） イベント情報 
●第 2弾 会津鉄道で行こう『東京スカイツリー天望の旅』 募集中！  

 
 
 会津鉄道では開業 25 周年を記念し、第 2
弾 会津鉄道で行く「東京スカイツリー天望
の旅！」ツアー（添乗員なし）の募集をい
たします。 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天望デッキに
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。  
  
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社  
営業課 TEL 0242-36-6162 
 
[こちらの情報もご覧ください！] 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=886 
 

 
●ものづくり工人が全国から集合、 
            手仕事の逸品を展示即売！ 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
『第 26 回ふるさと会津工人まつり』 
期間／平成 24 年 6 月 9日（土）・１０日（日）9:00〜16:00［雨天決行］ 
   ※10 日は 15:00 まで 
場所／三島町生活工芸館（生活工芸館前ナラ林、芝生広場） 
 

 全国から約 150 名の作り手が三
島町に集合！新緑の美しいナラ林
を会場に、ヤマブドウやヒロロ、
マタタビを使った三島町伝統工芸
の編み組細工や、木工・陶芸・染
織など、自然素材や手作りにこだ
わった作品が多数展示即売されま
す。 
 その他、工芸品や絵画、写真な
ど様々な工房が集まる宮下地区で
は、『てわっさの里まつり』を同時
開催。皆さんもぜひ、作り手や地

元の人たちと交流を深めながらお気に入りの品を探してみませんか？ 
 
お問い合わせ先／三島町生活工芸館 TEL0241-48-5502 
[情報はこちら！] http://www.okuaizu-amikumi.jp/ 
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●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 0242-28-5886 
 
[こちらの情報もご覧ください！] 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=878 
 

 
 
●６、７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
６、７月も土曜休日を中心に運行しており
ます。ご家族、お友達とご一緒に初夏の沿
線風景をお楽しみ下さい。 
 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 
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●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）」を実施しております。 
 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 
 
 
●会津田島癒しの森林を巡るウォーク  

 会津鉄道では、平成 24 年 7 月 7日（土）
「会津田島癒しの森林を巡るウォーク」
を実施いたします。 
会津田島の癒しの森林をめぐります。 
弁天山では、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。 
   
◎参加申込 
 参加費 ３００円（保険料含む） 
 別途、西若松～田島高校前駅の運賃は
自己負担です。※会津田島駅解散 
   （大人１４３０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=881 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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２ 
  【会津鉄道沿線の情報をお知らせします】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成２５年のＮＨＫ大河ドラマで、会津出身の新島八重を主人公にした「八重
の桜」が放映されます。この大河ドラマの放送決定を記念して会津若松市内にあ
る新島八重ゆかりの地を、歴史案内人と一緒に歩くというイベントを平成２４年
４月２８日（土）、２９日（日）、５月６日（日）に実施致しました。 
 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=887 
 
 

 
 
● 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/ 
 
●平成 24 年 6 月 1日（金）～ 平成 24 年 7 月 31 日（火）まで 会津鉄道＆大戸
麺や連のタイアップ企画 「ばす駅長Ｍｅｅｔ切符」 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=135 
 
 

 !  
●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 
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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 
 
 

 
 
●６月１６日（土）より会津田島駅、会津高原尾瀬口駅で硬券入場券を発売開始！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=889 
 
●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 
 
●「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 
           ◎みつろうキャンドル［会津若松市］ 
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 
 会津地方に咲く様々な季節の花を巡って、蜜を集める
ミツバチたち。かれらががつくる六角形の蜂の巣を素材
にした、貴重な蜜蝋を使って手作りされた轡田ろうそく
工芸の「みつろうキャンドル」は、火を灯すとまるで花
畑にいるような甘くやさしい香りが空間に広がります。
お部屋を汚してしまう煤がほとんど出ないというのも、
蜜蝋100%のキャンドルならでは。一日の疲れを癒すリラ
ックスタイムにおすすめです。 
 
お問い合わせ先／轡田ろうそく工芸  
※下記HPのメールフォームをご利用下さい。 
[情報はこちら！] http://kutsuwada-rousoku-kougei.jp/ 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）塔のへつりからラブレター  
from  お土産／御食事処栄屋（さかえや）さん 

【いろいろな川魚のこつ酒が味わえる】 
 
 店の入り口にある囲炉裏にほっ
として休憩したくなるような感じ
のお店のご紹介です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 囲炉裏ではイワナ、カジカ、アユ、ヤマメ、が焼かれております。中でも人気
なのが、こつ酒用の焼き干しです。栄屋さんでは、オールシーズン囲炉裏焼きの
為、いつでも旬の魚を頂くことができます。魚好きなら感激！ 
 また、旬の魚を丁寧に焼き上げる料理に心を癒されると思います。アユの塩焼
きもお勧めです是非ご堪能ください。当店の囲炉裏焼きは、焼いた香り、焦げ目
の香ばしさが最大限に引き出されており、香りも楽しむ事ができます。店内には
ワンカップも販売しておりますので、囲炉裏を囲んでお酒を飲みながら、いただ
頂く事もできます。 
これからの季節は特に風情がありますね…(*^。^*) 
 お酒だけでなく、奥会津の香りいっぱいの自家製搗き立て「とちもち」も人気
の一品です 
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全国で唯一の「かくまきこけし」を観られるのはここだけかも。「かくまきこ
けし」は自然木と木のこぶを利用して全て手作りで作られたものです。こけしの
自然美と雪国会津のかくまきをかぶった娘っこが寒そうにほっと顔を赤らめてい
る姿が可愛らしいですね。店舗の入口には大きなカエルの置物があります。なん
でもそのカエルには「３回なでると福がかえる、５回なでると銭がかえる」とい
うおまじないがあるそうです。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
●お土産／御食事処 栄屋 
 営業時間 ８：３０ ～ 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：０２４１－６７－４０４４ 

 
 
 
 
 
 
 

 
「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。 
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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。 

 
●山菜の天ぷら 
［材 料］ 
 タラの芽…８コ 
 ウドの若葉…８コ 
 コシアブラの若葉…８コ 
 小麦粉、塩、冷水…適宜 
 揚げ油…適宜 
 
［作り方］ 
①タラの芽、ウドの若葉、コシアブラの若葉は水洗いし、食べやすい大きさに小
分けにしてよく水気をきっておく。※葉の部分はペーパータオルなどでそっと押
さえながら水気をとる。 
②小麦粉に塩を少々入れ、冷水を加えてざっと混ぜ、揚げ衣をつくる。 
③山菜全体に小麦粉を薄くふりかけてまぶし、②の衣にさっとくぐらせて、180℃
に熱した油でカラリと揚げる。 
④天つゆ、塩、醤油などお好みで食す。 
 
［ワンポイント］ 
季節感を手軽に味わえる山菜の天ぷらを美味しく作るには、衣をつけ過ぎないの
が一番のポイントです。ワラビやコゴミ、タケノコなど、山菜の中には下処理が
必要なものもありますが、独特の香り高い味わいは格別です。ぜひチャレンジし
てみて下さい。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
会津各地の山も次々と山開きを迎え、可憐に咲く高山植物やトレッキングを楽
しむ人々で賑わう季節になりました。会津鉄道の車窓から眺める山や渓谷も、鮮
やかな新緑で彩られるこの時期、ぜひご家族で足を運んでみませんか？ 


