会津あかべぇ通信

Vol.91

2012年7月15日発行
この時期、会津若松市内では各町内にある神社やお寺で毎日のように夏祭り
が行われています。会津鉄道沿線でも７月２２日～７月２４日まで「会津田島
祇園祭」
（会津田島駅下車）や７月２８日～７月２９日に下郷町ふるさと祭り（ふ
るさと公園駅下車）
、同じく７月２８日に西若松駅夏祭り（西若松駅下車）が開
催されます。暑い夏の日、浴衣や甚平を着てうちわ片手にお祭りに出掛けてみ
てはいかがでしょうか。
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）会津１７市町村うまいものリレー
●カツカレーミックスラーメン／おふくろ［金山町］
２）会津鉄道からおすすめ情報
●日光直通アートギャラリートレイン
会津若松～東武日光直通列車で馬場誠三氏作品展「里山」開催中！
３）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』他
４）知っ得！話題
●まち歩きで楽しむ、幸せワンコイン（500 円）スイーツ巡り！
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて ●相田の大ケヤキ［会津美里町］
６）会津の郷土料理 ●納豆ひしお
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
１)会津１７市町村うまいものリレー
from カツカレーミックスラーメン／おふくろ［金山町］

【駅前にあるおふくろの味】
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金山町川口地区にある「民宿・食堂 おふくろ」の名物『カツカレーミックス
ラーメン』がお店の大人気メニュー。
大きめに切ったニンジンやじゃがいもがたっぷり入ったスパイシーなカレーと
ちょっと甘めのラーメンスープが合わさることで程良い味に仕上がっている。ま
た、スープに浸ってもしっかり形を残すライスと太めの麺が食感を楽しませてく
れる。そして一番上にのったカリカリのカツがとても香ばしく美味しい。最後の
スープの一滴、お米一粒まで口に運びたくなるおいしい一品です。
この『カツカレーミックスラーメン』を目当てにお店を何度も訪れる方が沢山
いるそうです。暑い夏のスタミナアップに食べ行ってみてはいかがでしょうか。

気さくな女将さんとイラストがかわいいこいくち醤油。
●民宿・食堂 おふくろ
営業時間 １１：００ ～ １７：００
定休日
不定休
お問い合わせ ＴＥＬ：0241－54－2429
ＪＲ只見線会津川口駅下車 徒歩３分
オススメメニュー
カツカレーミックスラーメン（１０００円）
カツカレーミックスラーメン以外にも、
チャンポンメン（940円）
夏の新メニュー
冷っこい（ひゃっこい）白いラーメン（750円）
塩味の和風テイストの冷たいラーメン
冷っこい（ひゃっこい）赤いラーメン（850円）
塩味の和風テイストの冷たいラーメン（辛口）
がおススメです。
また、「おふくろ」さんでは民宿もやっております。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
２)会津鉄道からおすすめ情報
●日光直通アートギャラリートレイン
会津若松～東武日光直通列車で馬場誠三氏作品展「里山」開催中！
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会津鉄道では、
「列車でアートギャラリートレイン」と題して、会津若松～東武
日光直通列車内にて馬場誠三氏作品展「里山」を８月２０日まで開催しています。
会津鉄道沿線の里山を題材にした馬場誠三氏の作品を見ながら、世界遺産「日光
の社寺」巡りに出掛けてみませんか。
○会津若松～東武日光直通列車時刻
会津若松発
８：００ ==> 東武日光着 １０：５６
東武日光発 １１：３５ ==> 会津若松着 １４：０８
[内容についてはこちら] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=893

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
３)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
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●会津本郷せと市ウォーキング開催
会津鉄道では、平成 24 年 8 月 5 日（日）
「会津本郷せと市ウォーク」を実施いた
します。
福島県を代表する工芸品「会津本郷焼」
の窯元のある会津美里町本郷地区では、
例年この時期になると、夜明けから
せと市が開かれます。窯元巡り、せと市
見学、風情のある焼き物の街の路地裏散
策を楽しみましょう。
◎参加申込
参加費 ５００円（保険料含む）
会津鉄道 西若松駅 ７：５０集合
別途、西若松～南若松駅の運賃は自己
負担です。※南若松駅解散
（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 0242‑28‑5886

[こちらの情報もご覧ください！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=895

●ワクワクドキドキ深沢鉄橋＆桑原トンネルウォーク
会津鉄道では、平成 24 年 7 月 29 日
（日）、8 月 19(日)の両日「ワクワクド
キドキ深沢鉄橋＆桑原トンネルウォー
ク」を実施いたします。普段は絶対に入
れない鉄道施設（深沢鉄橋と桑原トンネ
ル）を歩いて通ります。夏休みの自由研
究や思い出づくりを兼ねてウォーキン
グに参加してみませんか。
◎参加申込
参加費 ５００円（保険料含む）
会津鉄道 西若松・会津田島駅 9：
20 集合
別途、西若松～芦ノ牧温泉南駅の運賃
は自己負担です。※大川ダム公園駅解散
（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=580
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●今年も運行、「冷えひえビール列車」
会津鉄道では、平成 24 年 7 月 28 日～9
月 1 日までの毎週土曜日に、「冷えひえ
ビール列車」を運行いたします。 暑～
い夏のひと時、トロッコ列車からの心地
よい風と流れる景色を生ビールで楽しも
う！
運行日：７月２８日（土） 満席
８月 ４日（土） 残席わずか
８月１１日（土） 残席わずか
８月１８日（土）
８月２５日（土） 残席わずか
９月 １日（土） 残席わずか
参加費：４,０００円
（生ビール中、おつまみ、鉄道運賃込み）
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=894

●お座トロ展望列車

～夏休みの思い出作りはこれで決まり！！～

会津鉄道人気の「お座トロ展望列車」
は７月は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
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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

●会津鉄道沿線お祭り情報
◎会津田島祇園祭
開催日／
平成２４年 7 月 22 日（日）～7 月 24 日（火）
会場／南会津町田島地区内
会津鉄道 会津田島駅下車
日本三大祇園まつりの１つ「会津田島祇
園祭」へ出掛けよう。
お問い合わせ先／南会津観光物産協会
TEL 0241‑62‑3000
お得な切符／
開催期間中、本チラシご持参の方に限り
会津線各駅～会津田島駅間の運賃を
５０％オフ
[詳しくはこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=450
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◎下郷ふるさと祭り
開催日／
平成 24 年 7 月 28 日（土）～7 月
29 日（日）
会場／下郷町ふるさと公園
会津鉄道 ふるさと公園駅下車
下郷町の郷土芸能とＹｏｓａｋｏｉ
ソーランジュ
ニア東日本大会を開催！！
お問い合わせ先／下郷町商工会
TEL 0241‑67‑3135

お得な切符／
開催期間中、本チラシご持参の方に限り
会津線各駅～ふるさと公園駅間の運賃
を５０％オフ
[チラシはこちら！]
http://www.aizutetsudo.jp/pdf/free̲event̲120710.pdf

◎会津の伝統芸能夏まつり

開催日時／
平成 24 年 7 月 28 日（土）
15：00～19：00
会場／西若松駅東口広場
会津鉄道 西若松駅下車
会津地方の伝統芸能が一堂に集う。
参加団体
・田島太鼓クラブ 龍巳会
（南会津町）
・藤の和大神楽
（柳津町）
・新鶴ひょっとこ踊り
（会津美里町）
お問い合わせ先／西若松を愛する会
TEL0242‑28‑5885
[チラシはこちら！]
http://www.aizutetsudo.jp/pdf/free̲event̲120705̲02.pdf
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●プロのエンターテイメント集団が全国から蔵のまち喜多方に大集合！
『喜多方発 21 世紀シアター』
開催日／平成 24 年 8 月 4 日（土）～7 日（火）
午前 10 時～午後 8 時
会場／喜多方プラザほか、喜多方市内各所
蔵のまち喜多方の市内各所を舞台に、全国
から集まった伝統芸能・大道芸・演劇などの
プロ集団が楽しいステージを開催！
幼児向けの人形劇から、スリル感たっぷり
の大道芸、魅力あふれるジャズライブなど約
90 公演が 4 日間にわたって繰り広げられる、
大人も子供も楽しめるステージアートフェ
スティバルです。
歓声と拍手に包まれる夏の喜多方で、ご家
族や友達とプログラム片手にライブ感いっぱいの舞台を巡ってみませんか？
◎チケット／フリーパス 4000 円 1 公演券 1000 円
円

回数券（5 枚綴）4000

お問い合わせ先／喜多方発 21 世紀シアター実行委員会

TEL0241‑24‑4611

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

● 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/docs̲tobu/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)知っ得！話題
●まち歩きで楽しむ、幸せワンコイン（500円）スイーツ巡り！
まち歩きで暑さを凌ぐひと休みに、人気の
菓子店やカフェ自慢のスイーツはいかがです
か？
観光客でにぎわう七日町通り界隈や鶴ヶ城
近辺など、会津若松市内にある16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
店自慢の品をお得に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
で日帰り温泉入浴が半額になるお楽しみが！
さらに、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、ワクワクの
特典付です。
期

間／
平成24年7月1日（日）～ 9月30日（日）

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
TEL 0242‑36‑5043

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
５)会津の巨樹・銘木を訪ねて
◎相田のケヤキ［会津美里町］
【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】
会津美里町高田の商店街が軒を連ね
る国道401号沿いにどっしりと根を張る、
樹齢約400年の大ケヤキ。地元の盆踊り
で歌われる高田甚句や中学校の校歌に
も登場するこの大木は、高田地区と永井
野地区との境にあることから、『相田の
ケヤキ』と呼ばれ愛されてきた。
「相田」
とは二つの地区の「間」という意味。古
くから親しまれていた地域のシンボル
的存在で、近くの路線バスの停留所名も
「大けやき前」である。周囲の家を覆う
ように広がる勢いのある枝ぶりも見事
で、樹冠に深い緑の葉が茂る夏には、側
を行く人々に涼しげな影をおとしてい
る。
【樹木データ】
・所在地…会津美里町高田甲
国道401号沿い
・樹高…24m、幹周…5.15m
福島県緑の文化財登録
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・交通…JR只見線・会津高田駅下車
徒歩20分
お問い合わせ先／会津美里町生涯学習課 TEL 0242‑78‑2114

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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。
●納豆ひしお
［材 料］
納豆…300g
麹…500g
塩…150g

［作り方]
１） 麹をぬるま湯で湿らせる。
２） 納豆、塩、湿らせた麹をよく混ぜ込む。
３） ビニール袋などに入れて密閉し冷蔵庫で数日間寝かせる。
［ワンポイント］
夏の暑さで食欲がわかない時に重宝する保存食として食べられてきました。
お好みで塩のかわりに醤油を使ってもOK。ご飯だけでなく、パスタやうどん
生野菜など、いろいろあわせておいしく味わえます。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

［編集後記］
初夏の爽やかな風が吹き渡る会津盆地では、太陽の恵みをいっぱいに浴び
た夏野菜がすくすく育っています。高山植物を楽しむトレッキングも本番を
迎えました。この夏は会津で美味しくて楽しい体験をしてみませんか。
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