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 会津あかべぇ通信 Vol.93  
2012年8月15日発行 

 
暦の上では立秋を過ぎ夏から秋に変わった訳ですが今年はまだまだ暑い日が続き

そうです。そのかわり、夏野菜や季節の果物は太陽のめぐみをたっぷり吸収し、とっ

ても美味しく収穫を迎えているようです。会津鉄道沿線にも地元の農産品を扱ったレ

ストランや直売場が沢山あります。夏のごちそうを食べに列車に乗って出掛けてみま

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）会津１７市町村うまいものリレー 
  ●天ぷらミックス／高原茶屋 ふるさと食堂［南会津町］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●今年も会津鉄道に幻の駅が出現！？ 
   一ノ堰六地蔵尊駅開設のご案内 
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 
  ●奥会津をまるっと体験、ポイントを集めてとっておきの逸品を GET! 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ●二軒在家の大クリの木［喜多方市］ 
６）会津の郷土料理 
  ●笹餅 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
       from 天ぷらミックス／ふるさと食堂さん［南会津町］  

 
 
 
 
 
 
 

【南会津を旅する者のオアシス】 
 
 
 高原茶屋「ふるさと食堂」さんは会津高

原尾瀬口駅前にあるお食事処です。このお

店の特徴は、ボリューム満点の各種そば・

うどんと気さくな人柄の女将さんです。

「ふるさと」さんは会津高原尾瀬口から新

藤原を結ぶ野岩鉄道が開業した年に開店

したお店で今年で２６年になります。 
 今回ご紹介する人気のメニュー「天ぷら

ミックス」はそばとうどんをひとつの器に
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入れ、大きな野菜のかき揚げを麺の上に載せて麺つゆをかけた物です。そばもうどん

もコシがあり、歯ごたえ、のど越しと共に大変に良く冷たい麺つゆと相まって一気に

食べらえます。野菜のかき揚げはサクサクで美味しく野菜の甘みや風味を味わえます。

麺の他にも女将さんの手作り採れたての野菜を使った料理が日替わりで２品とコー

ヒーが付きます。取材した当日はインゲンの和え物とじゃがいものから揚げが付いて

いました。また、おまけで収穫したてのトマトときゅうり一本漬けを出していただき

ました。 
 また食事をした後、列車やバスの発車時間まで女将さんとのんびり世間話をしなが

ら過ごす時間がとても楽しいです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人気の天ぷらミックス、このボリュームで５５０円！！（左） 
南会津の玄関口「会津高原尾瀬口駅」で発車を待つ区間快速浅草行き（右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

店内で見つけたあかべこ（左） 
              今の季節、お店の周りにはアジサイ咲き乱れる（右） 

 
●高原茶屋 ふるさと食堂 
  メニュー かけ   ４００円 
        ざる   ５５０円 
        月見   ５５０円 
        キノコ  ５５０円 
        山菜   ５５０円  
        天ぷら  ５５０円 
  各種そば・うどん・ミックス  
   ※大盛り無料サービス 
 （温かい汁、冷たい汁を選べます。） 

 営業時間  ９：３０ ～ １７：３０   
 定休日  不定休   
 お問い合わせ ＴＥＬ：0241－66－2140 
 交通：会津鉄道 会津高原尾瀬口駅から徒歩で１分 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●今年も会津鉄道に幻の駅が出現！？ 
   一ノ堰六地蔵尊駅開設のご案内 
 
 ８月２３日（木）、２４日（金）になると南若松～門田駅間に「一ノ堰六地蔵尊」

という臨時駅が開設されます。この駅は、会津若松市門田町一ノ堰地区にある「お日

市」六地蔵尊の例祭、「一ノ堰盆踊り祭り」に合わせ、２日間だけ姿を現す全国的に

も珍しい駅です。乗降したくてもなかなか出来ない幻の駅へ是非いらしてみてくださ

い。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一ノ堰六地蔵尊駅が開設される場所（南若松～門田間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

去年の一ノ堰六地蔵尊駅のようす（左） 
    ２００９年の臨時駅開設当初は「六地蔵尊」駅という名称だった（右） 
 
[一ノ堰六地蔵尊駅の列車時刻についてはこちら] 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=222
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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』 好評募集中！  

 
 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」にいち早く登りませんか！ 
 皆さまのご参加をお待ちしております。  
  
【残りわずかとなっております。 
  詳しくは下記にお問い合わせ下さい。】  
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 
 

 
 
●＜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 
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●夏休みの思い出に、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 
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●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。 
  晩夏から秋にかけての大川渓谷

や南会津の里山でサイクリングを楽

しんでみませんか。 
 
 

●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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●歴史絵巻の藩公行列が練り歩く、会津の秋の一大イベント！ 
日時／平成 24年 9月 21日（金） 
          ～23日（日） 
 場所／鶴ヶ城、会津若松市内 
 
 9月 21日から 23日の 3日間、会津

若松市内及び鶴ヶ城を舞台に、秋の一

大イベント『会津まつり』が開催され

ます。 21・22日の夜は神明通りを会

場に踊りの輪が広がる「会津磐梯山踊

り」を開催。 23日に催される「会津

藩公行列」は、鶴ヶ城本丸を舞台に出

陣式から始まり、市内の目抜き通りを

きらびやかな鎧装束や時代衣装に身を包んだ隊列が練り歩き、殺陣や演舞が披露され

る一番の見どころです。華やかに賑わいに包まれる初秋の休日を楽しんでみませんか。 
 なお、今年は来年のＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」放映にちなみ、山本八重の家族

たちも加わります。 
 
お問い合わせ先／会津若松観光物産協会 TEL 0242-24-3000 
 
[情報はこちら！] http:/www.aizukanko.com 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 

 
 
● 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 
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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 
 
 

 
 
●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 
 
 



9 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
●奥会津をまるっと体験、ポイントを集めてとっておきの逸品を GET! 

 
  奥会津の７町村９地域を訪れる周遊型観光キ

ャンペーン「奥会津アドベンチャー」では、奥会

津７町村９地域を体験して、食べて、泊まりなが

らスタンプを集める『奥会津とく!得!!体験』を

開催！モノづくりやトレッキング、川遊びといっ

た自然の中でのさまざまな体験イベントや、地元

の食堂＆お土産品、宿泊施設を利用して専用台紙

にポイントを集め応募すると、地元産の逸品やペ

ア宿泊券などが抽選で当たります！ご家族やグ

ループで食や文化を体験しながら、奥会津の旅を

楽しんでみませんか？ 
 
 
 
 

 
【奥会津アドベンチャー・奥会津とく!得!!体験】 
◎期間：平成 24年 6月 9日～平成 25年 2月 28日 
 
お問い合わせ先／只見川電源流域振興協議会 TEL0241-48-5525 
 
[情報はこちら！] http:/www.okuaizu.net/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ◎二軒在家の大クリの木［喜多方市］ 
 【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】 

 
 喜多方市岩月町の旧 121号国道から、大仏山登

山口へと向かう分岐点近くに、緑の葉を茂らせた

枝を広げる樹齢 200年以上の大クリの木。個人宅

の敷地内で代々大切に守り育てられたこの木は、

現在も秋になるとツヤのあるクリの実がつまっ

たイガをたわわに結んでいる。本来、クリの木の

寿命はせいぜい 200年。通常なら実を結ぶことも

珍しい老木だが、太い幹や枝振りからは、あふれ

るような力強い木の生命力を感じさせてくれる。 
 
【樹木データ】 
・所在地…喜多方市岩月町宮津字惣社原 
・樹高…約 15m、胸高幹周…5.30m  
・喜多方市指定天然記念物 
・交通…JR磐越西線・喜多方駅下車 
               車 20分 
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お問い合わせ先／喜多方市観光課 
                     TEL  0241-24-5200 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●笹餅 

 
［材 料］ 
 餅…1kg 
 熊笹の葉…20枚 
 
 
 
 
 
 
 

［作り方］ 
１）熊笹の葉を水洗いし、水気をふき取っておく。 
２）餅を１個 100g程度にちぎり、笹の葉を十文字に重ね四方から包む。 
 
［ワンポイント］ 
笹に包むことで餅が固くなることを防ぎ、保存性を高めてくれる先人の知恵の一つ。

食べる際にはレンジで温めるか、笹に包んだまま笹の葉が焦げる程度焼くと、笹の風

味を楽しめます。笹の葉を取り除いて、醤油やきな粉などお好みの調味料を添えて味

わいます。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
［編集後記］ 
 夏真っ盛りの 8月、畑ではおいしい会津産夏野菜が収穫の手を待っています。帰省

や観光のお客様はもちろん、地元住民にとっても夏祭りやレジャーを楽しめるわくわ

くのシーズン。皆さんも会津で楽しい体験をしてみませんか。 
 


