
1 

 会津あかべぇ通信 Vol.92  
2012年7月31日発行 

 
いよいよ夏本番がやってきました。ギラギラした日差しと萌えるような里山の緑、

澄み切った青空、そして真っ白な入道雲。会津の里山でそんな夏の風景を感じながら

サイクリングやハイキングを楽しんでみませんか。 
 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）会津１７市町村うまいものリレー 
  ●そば定食／かどや［檜枝岐村］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道のおすすめ列車 
   会津若松～東武日光直通列車＆お座トロ展望列車のご案内 
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 
  ●夏休み期間限定！ 
   鶴ヶ城・麟閣・御薬園の３施設共通券購入で御薬園鳥瞰図プレゼント 
５）会津のいいモノ★セレクション 
  ●じゅうねんふりかけ［下郷町］］ 
６）会津の郷土料理 
  ●黒豆煮 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
       from そば定食／かどやさん［檜枝岐村］  

 
 
 
 
 
 
 

 
【尾瀬のふもとの食事処】 

 
 民宿・食堂「かどや」さんの名物は檜枝岐の

伝統料理の「裁ちそば」、「はっとう」と「味

噌チャーシューメン」です。 
 「裁ちそば」はそば粉を捏ね、３ミリ程度の

厚さに延ばし数枚を重ねて生地を裁断するよ

うに切ることから名付けられました。一般的な

蕎麦に比べ、やや平べったいのが特徴になって

います。また、「はっとう」はそば粉ともち粉

を混ぜてひし形や四角形に切ったものをお湯
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で茹で、じゅうねん（えごま）と砂糖、醤油等で和えた物です。その昔、この地を訪

れた殿様にはっとうを出したところ、あまりの美味しさに村人に普段食べる事を御法

度にしたことからその名前が付きました。 
 かどやさんでは「裁ちそば」と「はっとう」の両方を楽しめ、山菜料理が２つつい

たそば定食が人気です。ちなみにお邪魔した時の山菜料理は山ウド炒め物とワラビの

酢の物でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人気のそば定食とはっとう  
 
 もうひとつの人気メニュー「味噌チャーシ

ューメン」は大ぶりのチャーシューが麺の上

にたっぷり５枚あがり、ピリ辛味噌のスープ

が食欲をそそる一品です。檜枝岐村は標高が

高く谷間にあるため夏での冷涼なため体をポ

カポカにしてくれる味噌ラーメンが人気のよ

うです。 
 尾瀬へお出かけの際に味わってみてはいか

がでしょうか。 
 

辛味がクセになる味噌チャーシューメン  
 

 
●食堂・民宿 かどや 
 営業時間 １０：３０ ～ １５：００  
 定休日  不定休   
 お問い合わせ ＴＥＬ：0241－75－2004 
 
 檜枝岐村へは会津田島駅または会津高原尾

瀬口駅からバスの連絡がございます。 
 
  
  

  
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道のおすすめ列車 
  会津若松～東武日光直通列車＆お座トロ展望列車のご案内 
 
 この夏おすすめの会津鉄道の列車をご紹介します。１つめは全国的にも珍しい４社
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直通運転列車の「ＡＩＺＵマウントエクスプレス号」です。この列車はＪＲ会津若松

駅を出発しＪＲ只見線、会津鉄道、野岩鉄道、東武鉄道を経由して東武鉄道東武日光

駅に向かいます。会津若松と日光の観光地をダイレクトに結び、途中には大川渓谷、

湯野上温泉、五十里湖、鬼怒川温泉などの観光スポットが点在します。ゆったりとし

たリクライニングシートに座り、大きな窓から移りゆく風景を眺める旅はいかがでし

ょうか。また西若松から東武日光間では列車アテンダントが沿線案内、車内販売を行

っています。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    会津田島駅で発車を待つＡＩＺＵマウントエクスプレス号 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

鬼怒川温泉駅では浅草行き特急と接続   東武日光駅で発車を待つ会津若松行きの列車 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
列車にはアテンダントが乗車し、沿線の見どころを案内（左） 
                 車窓からは南会津の里山を堪能できる（右） 
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 もうひとつは会津若松と会津田島を週末を中心に１日２往復運転している「お

座トロ展望列車」です。列車はトロッコ車両、お座敷車両、展望車両から構成さ

れております。その中でもトロッコ車両には窓が無く、カラダいっぱいに南会津

の風を感じることが出来ます。途中３カ所の鉄橋では停車サービスがあり大川の

深い渓谷を間近に眺めることができます。また、お座敷車両は畳敷きに掘りごた

つ式の席になっており大きなテーブルでのんびりお弁当を広げられるようにな

っています。展望車両は運転士気分で前方展望が楽しめる作りになっています。

鉄橋を渡りトンネルに入るシーンや駅での列車行き違いシーンなどを展望席か

ら存分に楽しんでもらえます。なおトロッコ車両、お座敷車両をご利用に場合に

は乗車券の他にトロッコ整理券が必要になります。 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 お座トロ展望列車は展望車、トロッコ車、お座敷車で運転されています 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   窓がなく開放的なトロッコ車両と全面展望が楽しめる展望車両 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芦ノ牧温泉駅では運が良ければ『ばす駅長』に出会えるかも！（左） 
            お座敷車両で駅弁を食べながら列車の旅を楽しもう（右） 
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 ○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 
  [会津若松～東武日光直通列車についてはこちら] 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=724 
 
 ○お座トロ展望列車時刻 
  会津田島発  ８：２０ ==> 会津若松着  ９：５４ 
  会津若松発 １０：００ ==> 会津田島着 １１：３８ 
   会津田島発 １１：４５ ==> 会津若松着 １３：２７ 
  会津若松発 １３：３８ ==> 会津田島着 １５：０６ 
  [お座トロ展望列車についてはこちら] 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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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●＜新コース＞絶景の大川ラインを巡るしもごうウォーク  
 
 会津鉄道では、平成 24年 9月 8日（土）

「絶景の大川ラインを巡るしもごうウォ

ーク」を実施いたします。  
大川ラインの絶景の橋を巡り、川の合流点

や奇岩、岩肌を滑る瀧、深く刻まれた溪谷

を眺望ながら歩きます。  
 
◎参加申込  
参加費 ３００円（保険料含む）  
 会津鉄道  西若松駅   8：40集合 
       会津田島駅  9：30集合 
 
 別途、西若松・会津田島～会津下郷駅の

運賃は自己負担です。※塔のへつり駅解散   
 
西若松駅発 ：大人１,１２０円   
会津田島駅発：大人４００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=896 
 
 
●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 
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●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 8月 19(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。その後、大川ダ

ムの施設見学を行います。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    
西若松駅発  ：大人６００円 
会津田島駅発 ：大人９２０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 
 
 
●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： ８月 ４日（土）  満席 
      ８月１１日（土）  満席  
      ８月１８日（土） 残席わずか 
      ８月２５日（土）  満席  
      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 
 
 
 



8 

●お座トロ展望列車 ～暑い夏の日渓谷の涼しい風を感じませんか～ 
 
  
会津鉄道人気の「お座トロ展望列車」は 8
月 4 日(土)～8 月 26(日)の毎日運転を致し

ます。暑い夏の日、窓のないトロッコ列車

に乗って大川渓谷の涼しい風を感じてみま

せんか。車内ではお菓子や缶ビール、ジュ

ースの販売を行っていますので合わせてご

利用下さい。（一部車内販売を行っていない

便もございます）  
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 ～列車に自転車を積んで里山へ出掛けよう！！～ 

 
 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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●檜枝岐村のブナの森で大自然を体感してみませんか？ 
 

 『第３回尾瀬檜枝岐ぶなの森ウォーク』 
開催日／ 
  平成 24 年 8 月 25 日（土）・26 日（日）

の 2日間 
会場／南会津郡檜枝岐村 
 
 平家の落人説が残る檜枝岐村の風景を楽し

みながら歩く５キロコースや、大自然の息吹

を感じるブナの森を歩く 17キロコース、ふく

しま遊歩道 50 選「沼田街道」を歩く 29 キロ

コースなど、誰でも参加できる５コースを設

定。自分のペースとスタイルで自然をゆった

り楽しみながら、チェックポイントを巡り歩

くウォーク大会です。参加者には大会当日に

限り、ゼッケン確認で村内にあるミニ尾瀬公

園や歴史民俗資料館が入場無料になる特典付

き。この夏の思い出づくりに、ぜひご家族で参加してみませんか？ 
 
【8月 25日開催】 
 ・平家の落人説の残る村を歩く 5kmコース 
 ・平家の落人説の残る村とミニ尾瀬公園を歩く 12kmコース 
 
【8月 26日開催】 
 ・燧ヶ岳を望み渓流沿いを歩く 7kmコース 
 ・名瀑をめぐりブナの森を歩く 17kmコース 
 ・ふくしま遊歩道 50選「沼田街道」を歩く 27kmコース 
 
◎参加費／大人（中学生以上）2000円、小学生 1000円 ※当日参加は 500円増 
 ※参加費は日数にかかわらず同額。 
 
●事前申込締切／平成 22年 8月 20日（月）必着 
 参加申込は専用申込書に明記の上、現金書留で郵送。 
 
 お問い合わせ先／尾瀬檜枝岐ぶなの森ウォーク実行委員会 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 

 
 
●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 
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●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、湯野上温泉駅、会津田島駅、会津高原尾瀬口駅で硬券入場券を

好評発売中！  
[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  
●夏休み期間限定！鶴ヶ城・茶室麟閣・ 
       御薬園の３施設共通券購入で御薬園鳥瞰図プレゼント 
  この夏、会津観光の人気スポット３施設［鶴ヶ城天守閣・茶室麟閣・御薬園］を

巡るお得な共通券（大人 700円）を購入した方に、御薬園内のビューポイントや史跡

の説明、薬草の魅力をイラストと写真で紹介したオリジナルの「御薬園鳥瞰図」を３

万部限定でプレゼント！ 
会津藩松平公ゆかりの庭園散策をさらに楽しめるベストアイテムを手に入れるチャ

ンスです。 
 
◎配布期間／平成 24年 7月 14日（土）～8月末頃 ※無くなり次第配布終了 
 
◎３施設共通入場券販売所 
 ・鶴ヶ城天守閣入場券売り場 ・会津松平氏庭園御薬園 ・会津町方伝承館 
お問い合わせ先／会津若松市観光公社 御薬園グループ TEL0242-27-2472 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５)会津のいいモノ★セレクション 
  ◎じゅうねんふりかけ［下郷町］ 
  【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 

 
 風味がよく、郷土料理の「しんごろう」に欠か

せない「じゅうねん（エゴマ）」は、アルファリ

ノレン酸やポリフェノールが多く含まれ、 会津

地方では「食べると十年長生きする」とも言い伝

えられています。「じゅうねんふりかけ」は、名

産地の一つ下郷町産のじゅうねんを香り豊かに焙

煎し、 甘辛く味付けした削り節や白ゴマなどを

ブレンドした一品。お子さんから年配の方まで、

じゅうねんの美味しさを手軽に楽しめます。 
 
販売所／アンテナショップ「十念の庵」 
      湯野上温泉駅下車、徒歩 3分 
お問い合わせ先／企業組合十念しもごう 
TEL0241-68-2250 
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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。 
 
●黒豆煮 

 
［材 料］ 
 黒豆…250g 
 砂糖…250g 
 塩・しょうゆ・重曹…少々 
 
 
 
 
 

 
［作り方］ 
1)黒豆を洗い、鍋に調味料と豆を入れ、豆がひたる程度に熱湯をかけて一晩おく。 
2)弱火にかけてアクを取り除きながらゆっくり煮込む。 
3)２～３日間煮て冷ますを繰り返す。 
 
［ワンポイント］ 
ふっくらつやつやの甘い煮豆は、おやつにもぴったり。かき氷やアイスクリームにト

ッピングして、手作りの和風デザートを楽しめます。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
［編集後記］ 
 夏休みシーズンの８月は会津地方もキャンプや登山を楽しむ家族連れで賑わいま

す。豊かな自然から学ぶさまざまな体験はきっと楽しい思い出に。会津鉄道に乗って

出かけた先にはワクワクどきどきの夏がまっています。 
 


