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 会津あかべぇ通信 Vol.89  
2012年6月15日発行 

 
 会津地方にも梅雨の季節がやってきました。梅雨時は雨が降り続いてジメ

ジメと嫌なイメージもありますが、しっとり雨に濡れて輝きを増した南会津

の森林を見るのもいいものです。また運が良ければ、大川渓谷に虹の橋が架

かる瞬間に出会えるかも知れません。雨の季節にしか出会えない鉄道風景を

見つけ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 
●会津田島駅から出発！直通ツアーバスで豊かなブナ林が広がる只見町へ 

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 
  ●運転士や車掌の仕事を体験してみよう 
４）会津の巨樹・銘木を訪ねて 

●八幡の大ケヤキ［下郷町］ 
５）会津１７市町村うまいものリレー 
  ●あいづじげん／小林開花堂［会津美里町］ 
６）会津の郷土料理 

●鯉の甘煮 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題●会津田島駅から出発！ 
  直通ツアーバスで豊かなブナ林が広がる只見町へ 
 
 やわらかな新芽に包まれた木々の緑も、きらめく陽光を浴びて深みを増す

この季節。豊かな自然に囲まれた只見町にも、絶好の山歩きシーズンがやっ

てきました。戦国時代の豪族・山内氏の山城があった要害山（705m）や、会

津のマッターホルンとも呼ばれる蒲生岳（828m）など、多くの登山愛好家に

人気の名山のほかにも、布沢地区に 970ヘクタールにわたって広がるブナの

天然林では、地元ガイドの案内で沢登りやトレッキングを気軽に楽しむこと

ができます。 
 毎週金・土・日・月曜には会津田島駅〜JR只見駅間を往復する、お得で便

利な直通ツアーバスも運行されます。国内最大級の癒しの森で森林浴を満喫

しながら、夏の思い出づくりをしてみませんか？  
 
【会津田島駅⇔只見駅ツアーバス】 
◎期間：平成 24年 4月 1日〜平成 25年 3月 31日 
◎運行日：毎週金・土・日・月曜日 
◎料金（１名片道）…2,000円※利用３日前までに要予約 
 
お問い合わせ先／只見町観光まちづくり協会  TEL0241-82-5250 
[情報はこちら！] http://www.tadami-net.com/ 
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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 

 
 
●約10万株150種のあやめが咲き競う初夏の風物詩 
 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
『第 32回あやめ祭り』 
期間／平成 24年 6月 15日（金）〜７月 5日（木） 
場所／会津美里町高田・伊佐須美神社あやめ苑 
 
 白・紫・蒼紺など華やかさのなかにも、しっ

とりとした風情を感じさせる初夏の花「あや

め」が見頃を迎えるこの季節。会津美里町高田

地区の伊佐須美神社あやめ苑では、初夏の風物

詩「あやめ祭り」が開催されます。会場では期

間中の土・日曜を中心に、野点茶会や歌謡ショ

ーなど様々な催しも行われます。ゆったりと散

策を楽しみながら、色合いや花姿などお好みの

品種を見つけてみませんか？年に一度のこの

機会をぜひお楽しみください。 
 
お問い合わせ先／ 
会津美里町観光協会 TEL0242-56-4882 
[情報はこちら！] http://misatono.jp/ 
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●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 
 
 
●夏の尾瀬ハイク  
  
 会津鉄道では、平成 24年 7月 21日（土）

「夏の尾瀬ハイク」を実施いたします。  
 
【旅行代金】  4,649円    
（自由昼食・入浴料含まず） 
【募集人員】   30名様     
（最小催行人員：18名様）  
【行 程】  西若松駅改札口 6：45集合  
 
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 
営業課 TEL 0242-36-6162     
 
 
[情報はこちら！] 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=602#natsu 
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●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/?ca
t=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 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

3）会津鉄道からおすすめ情報 
●運転士や車掌の仕事を体験してみよう 
  【会津鉄道沿線の情報をお知らせします】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 会津鉄道では、「列車でGO！運転体験ができる！ ハッピートレイン」と題

して実際の鉄道車両を使用した運転体験イベントを開催しています。小さい

ころから夢だった鉄道運転士や車掌の仕事をこの機会に体験してみたらいか

がでしょうか。 
 
[運転体験の様子はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=892 
[開催日等の情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=744 
 
 

 
 
● 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 
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●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 
 
 

 
 
●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）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
          ◎八幡の大ケヤキ［下郷町］ 
【歴史を見守り地域に愛されてきた会津の巨樹・銘木をご紹介】 
 
 のどかな風景が広がる

旧下野街道の側に、道幅を

覆うようにして枝を広げ

る樹齢950年の大ケヤキ。

天喜3年（1055）源八幡太

郎義家が、陸奥の豪族・安

倍貞任討伐の際に難儀を

救った礼として、二宮家の

庭先に植えたという言い

伝えが残されている。民家

の庭先にどっしりと根を

張り、生命力に満ちた緑の

葉を四方に茂らす姿はまさに圧巻。勇壮な姿に魅了され足を止める観光客も

多い。別称・中山の大ケヤキ。 
 
【樹木データ】 
・所在地…下郷町大字中山字中平、県道131号沿い 
・樹高…34.5m、幹周…11m 
・下郷町指定天然記念物、福島県緑の文化財登録、福島県指定天然記念物 
・交通…会津鉄道・湯野上温泉駅下車、タクシー25分 
お問い合わせ先／下郷町教育委員会文化財保護係 TEL0241-69-1166 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）会津１７市町村うまいものリレー  
       from あいづじげん／小林開花堂さん［会津美里町］  
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【明治３０年代から続く老舗の菓子処】 
 
 
 この菓子を販売している小林開

花堂さんは、会津美里町（旧会津高

田町）にある明治３０年代から続く

老舗のお菓子屋さんで、現在は４代

目と５代目が丹精込めて和菓子、洋

菓子等を製造、販売をしています。 
 
 
 

 
５代目が作るかわいい生菓子「あいづじげん」  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さて生菓子「あいづじげん」ですが、会津美里町のマスコットキャラクタ

をモチーフ作られました。こしあんを白あん、ぎゅうひ、山芋で包み、今の

季節は頭に羊羹で作った青もみじの葉をあしらっています。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

店頭には手作りのお菓子がたくさん。 老舗の味と技を守る 4代目と 5代目 
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●御菓子処 小林開花堂 
 営業時間 
 ８：００ ～ １９：００  

 定休日  元旦のみ   
 お問い合わせ  
ＴＥＬ：0242-54-3206 

 
 あいづじげん以外にも、開花まん

じゅう、三色団子がおススメです。 
 

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

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。 

 
●鯉の甘煮 
［材 料］ 
 鯉の切り身（中サイズ）…５切 
 しょうゆ…90cc 
 料理酒…180cc 
 ザラ砂糖…１と1/2カップ 
 水…２ℓ 
 
 
 
 
［作り方］ 
①鍋にしょうゆ、料理酒、ザラ砂糖、水を入れて火にかけ、ザラ砂糖を煮と

かす。 
②鯉の切り身を重ならないように静かに並べ入れ、強火にしアクをすくいと

りながら煮る。 
③アクがでなくなったら中火にし、煮汁が切り身にかぶるように落としぶた

をする。 
④火加減を調節しながら煮汁が飴色に煮詰るまでよく煮る。（約60分） 
 
［ワンポイント］ 
コクのある鯉の甘煮は、会津地方のおもてなし料理の一つ。煮上がったあと

一晩冷まして、翌日にもう一度温める程度に煮直すと、見た目もツヤよく仕

上がります。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［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？ 
 


