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2012年9月30日発行 

 
暑さ寒さも彼岸までという言葉通りお彼岸を境に一気に空気が夏から秋に変わ

りました。いよいよ秋の紅葉シーズンが始まります。南会津の温泉に浸かりなが

ら、大川渓谷や里山の紅葉を眺める旅の準備はお済みでしょうか？  
 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 
  ●秋の味覚会津産大粒ぶどう／永井ぶどう園[会津若松市］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●橋りょうを走る列車を撮ろう。会津鉄道撮影地ガイド(Part2) 
３）イベント情報 
  ●錦秋の会津田島～西若松サイクルトレイン 
  ●読書の秋におすすめ！『BOOK! BOOK! AIZU 2012』開催 
４）知っ得！話題 
  ●お座トロ展望列車で行く秋の喜多方・長床めぐり 
  ●「会津・漆の芸術祭」で会場巡りシールラリーに参加しよう! 
  ●お座トロ展望列車 ～秋の大川渓谷へ出掛けよう～ 
  ●サイクルトレイン 
   ～スポーツの秋、食欲の秋、列車＆自転車で里山の秋を満喫しよう！！～ 
  ●会津鉄道からお得な切符の御案内ほか 
５）会津のいいモノ★セレクション 
  ●極パスタ［会津若松市］ 
６）会津の郷土料理 
  ●まんじゅうの天ぷら 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
    from 秋の味覚会津産大粒ぶどう／永井ぶどう園[会津若松市］  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【あまや駅のあま～い宝石】 
 今回は会津若松市にある永井ぶどう園のぶどうを御紹介します。永井ぶどう園

は会津鉄道あまや駅から約１５０メートルの線路沿いで約４０種類のぶどうの栽

培と直売を行っています。直売場はぶどうが栽培されている畑の一角にあり、旨

味のたっぷり詰まった大粒のぶどうからあま～い香りがあたり一面に広がってい

ます。店頭には食べごろを迎えたぶどうが常時数種類並んでいます。取材した日
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には、翠峰（すいほう）、藤稔（ふじみのり）、シャインマスカット、マニキュア

フィンガーという品種が並んでいました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 写真左から、藤稔、シャインマスカット、マニキュアフィンガー、翠峰 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

マニキュアフィンガーは皮ごと食べられる高級ぶどう（左） 
太陽の恵みをたっぷり蓄えた大粒のぶどうがいっぱい（右） 

 
  

今の時期の人気品種はシャインマスカットとマニキュアフィンガーです。シャ

インマスカットは一粒の重さが約１０グラム程で糖度２０度大変に甘く種が無い

のが特徴です。マスカットのフルーティーな香りとジューシー感を存分に楽しめ

ます。マニキュアフィンガーは皮が薄く、実の先端に行くほど紅色が濃くマニキ

ュアを塗った女性の指のような外観からその名前が付きました。味は酸味がやや

強く果肉がしっかりしています。まだ生産している農園が少なく希少性が高い品

種です。１０月になるとロザリオビアンコが登場するそうです。 
 永井ぶどう園では農場直売という利点を生かし市価よりも安く高級な品種のぶ

どうを味わうことが出来ます。また、全国発送を行っているので電話注文を受付

けているとの事です。 
 あまや駅から大変に近いので会津鉄道を利用して美味しい秋の味覚を味わって

みてください。 
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あまや駅から会津若松方面へ約１５０メートル歩くと看板があります（左） 
 道路を挟んだ向かい側にもぶどう畑が広がっています（右） 
 

●永井ぶどう園 
 店頭販売、ぶどう狩り 
 全国通信販売を行っています。 
 時期により品種は随時変わります。 
 品種にもよりますが、一房８００円～  
 営業時間 ９：００ ～ １６：３０ 
    
 定休日  シーズン中は無休 
 
  

お問い合わせ ＴＥＬ：080-6001-3424 
 交通：会津鉄道 
    あまや駅から徒歩５分 
    芦ノ牧温泉駅駅から車で１０分 
 
 元気で楽しいおかみさん、ぶどうのことは何でも知っています！！ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●橋りょうを走る列車を撮ろう。会津鉄道撮影地ガイド(Part2) 
 
 会津鉄道には路線に並行して流れる大川（阿賀川）をはじめ、大小沢山の橋り

ょうがあります。その中から特に景色のいい橋りょうを数回に分けて紹介いたし

ます。なお現地で撮影を行う場合には、線路内に立ち入ったり沿線にお住まいの

方に迷惑のかからないようにマナーを守っていただくようご協力をお願いします。 
 
  １．第三大川橋りょう（芦ノ牧温泉南～湯野上温泉間） 
 第三大川橋りょうは会津鉄道の前身の旧国鉄会津線開業当時からある橋りょう

ですが、大川ダム建設時に大川の増水を考慮して橋げたの高さ及び橋脚の高さを

変更し架け替えられています。第三大川橋りょうは会津鉄道を代表する撮影スポ

ットで、年間を通して多くのカメラマンが訪れます。「お座トロ展望列車」はこの

橋りょうに差しかかると徐行または一旦停車して大川渓谷の絶景を楽しめるサー

ビスを行っています。 
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林道の橋より。眼下には大川が渓谷を刻んで流れる（左） ポイント A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ２０１０年１１月１３日のポイントＡの紅葉状況 
 
  ２．第四大川橋りょう（湯野上温泉～塔のへつり間） 
 第三大川橋りょうと同じく旧国鉄会津線開業当時からある橋りょうです。湯野

上温泉駅付近で国道１２１号線と並走していた線路は、ここで大川を渡り国道の

対岸を進みます。この撮影ポイントは湯野上温泉駅から温泉街を抜けた場所にあ

ります。また近くには中山風穴という不思議スポットがあり、夏でも岩の間から

冷気が絶えることなく吹き出しています。  
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国道１２１号線から第四大川橋りょうを撮影（左） ポイント B 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会津鉄道沿線の紅葉は例年１０月中旬位から楽しむことができますので、行楽

のついでに紅葉の渓谷を走る列車の撮影をしてみてはいかがでしょうか。  
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３)イベント情報 
●第 8回 錦秋の会津田島～西若松サイクルトレイン 
  
会津鉄道では、平成 24年 10月 20日（土）

「第 8回 錦秋の会津田島～西若松サイク

ルトレイン」を実施いたします。  
 鉄道と自転車で行くサイクルツアー。 
渓谷沿い、線路沿い、錦秋の山々。 
里山と会津路を巡る旅に出かけません

か？ 
  
◎参加申込  
参加費 １，５００円（保険料含む） 
  
 会津鉄道  西若松駅   7：40集合          

会津田島駅  9：00集合   
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=882  
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●読書の秋におすすめ！『BOOK! BOOK! AIZU 2012』開催 
 
 歴史と文化が息づく会津の地で、本を通し

て人と人が結びつくブックイベントが開催さ

れます。参加者がみかん箱サイズ１箱に売り

たい本を持ち寄り販売する青空古本市「一箱

古本市」や、本にまつわるワークショップ、

絵本の読み聞かせなど楽しいイベントなども。

期間中はセレクト古書を販売。秋の夜長を共

に過ごす、とっておきの本を見つけてみませ

んか？ 
 
開催日／ 
  平成 24年 10月 5日（金）～ 14日（日） 
会場／紀州屋 1934（会津若松市） 
    食堂つきとおひさま（喜多方市） 
 

 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
●お座トロ展望列車で行く秋の喜多方・長床めぐり 

 
 平成２４年１１月１１日（日）に会津鉄

道人気の「お座トロ展望列車」を使った団

体旅行「お座トロ展望列車で行く秋の喜多

方・長床めぐり」が行われます。会津田島

駅からＪＲ磐越西線喜多方駅までお座ト

ロ展望列車に乗車し、その後バスで喜多方

市内の酒蔵や長床、きたかた農業まつりを

廻るコースになっています。秋の行楽にい

かがでしょうか。 
 
開催日 ：平成２４年１１月１１日（日） 
 
旅行代金：西若松駅発   ２，６００円 
    芦ノ牧温泉駅発  ２，７００円 
    湯野上温泉駅発   ２，８００円 
    会津田島駅発   ２，９００円 
 
募集人員：１００名（ 少催行人員４０名） 
 

昼食時：喜多方ラーメン券５００円分付き 
 
行程：会津田島発（8:20）－湯野上温泉発（9：02）－芦ノ牧温泉発（9：26）－ 
    西若松発（9：47）－喜多方着（10：44）－バスにて喜多方市内散策 

（小原酒造、喜多方農業まつり会場、新宮・長床） 
    －西若松駅(15:50)－会津若松駅(16：00） 
 
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 営業課 会津鉄道 0242-36-6162 
[こちらの情報もご覧ください！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=11 
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●「会津・漆の芸術祭」で会場巡りシールラリーに参加しよう! 
 
 会津の文化資源である漆をテーマに「会

津・漆の芸術祭 2012 ～地の記憶 未来へ～」

が開催されます。長い歴史と伝統の技を受け

継ぐ会津の漆職人と、新しい感性で漆の魅力

を表現するアーティストたちのアート作品を、

会津若松市・喜多方市の約 38ヶ所を会場に展

示した芸術祭。期間中に行われる『シールラ

リー』では、各会場を巡ってシール６種類を

集めると、芸術祭特製グッズが貰えます。展

示の他にもパフォーマンスやシンポジウム、

トークイベントなど内容もりだくさん。芸術

の秋をぜひご堪能ください。  
◎会津・漆の芸術祭 2012 ～地の記憶 未来へ

～ 
期間：平成 24年 10月 6日～11月 23日 
お問い合わせ先／会津・漆の芸術祭事務局            
TEL0242-28-6067 
 
[情報はこちら！] http://www.aizu-artfest.gr.fks.ed.jp/ 
 

 
●お座トロ展望列車 ～秋の大川渓谷へ出掛けよう～ 
   
会津鉄道人気の「お座トロ展望列車」は

１０月の土日祝日と１０月１３日～１１月

１０日までの毎日運転を致します。大川渓

谷をはじめ沿線の里山の紅葉を車窓から存

分にお楽しみ下さい。また、トロッコ車両

は寒さ対策のためガラス窓を閉めて運転致

します。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  
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●サイクルトレイン 
 ～スポーツの秋、食欲の秋、列車＆自転車で里山の秋を満喫しよう！！～ 

 
 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。 
  駅から歩くには遠いお店でも

自転車を使えば気軽に訪問できま

す。美味しい新そばや季節のフル

ーツをサイクリングを楽しみなが

ら味わってみませんか。 
●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 
 
 

 
 
● 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「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 
 
●東京スカイツリー情報！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=536 
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●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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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５）会津のいいモノ★セレクション 
  ◎極パスタ［会津若松市］ 
 【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 

 
 会津産の「くきたち」と「にんにく」を、旨味と

香りが際立つ旬のうちに収穫し、パウダー状にした

ものを厳選小麦粉に練り込んだ『極パスタ』。幅広

の平打ち麺に仕上げたにんにく風味は、シンプルな

ペペロンチーノやクリームソースと相性ばつぐん。

色鮮やかなグリーンの中太麺のくきたち風味は、ト

マトソースのほか冷製パスタにもぴったり。本格的

な味わいを家庭で手軽に楽しめる一品です。 
 
 
お問い合わせ先／白虎食品 TEL0242-56-5530 
 
 

 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●まんじゅうの天ぷら 
 
［材 料］ 
 まんじゅう、小麦粉、塩…適宜 
 
 
［作り方］ 
1)小麦粉を水で溶き塩を少々加えて

揚げ衣を作る。 
2)鍋に油を熱し、まんじゅうに 1)を
全体に絡めるようにつけて揚げる。 
 

［ワンポイント］ 
 使用するまんじゅうはお好みのもので OK。あつあつの揚げたてに、塩や天つゆ、

醤油などをつけて食べます。カリッと揚がった衣が香ばしく、おやつにもぴった

りの一品です。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
［編集後記］ 
 夏の暑さも盛りを過ぎ、秋晴れの空に爽やかな風が吹くこの季節。会津盆地で

は頭を垂れた新米や、色付いたフルーツがつぎつぎと収穫され、秋の味覚を楽し

む祭りやイベントが開かれます。皆さんも会津で楽しい＆美味しい体験をしてみ

ませんか。 


