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 会津あかべぇ通信 Vol.98  
2012年10月31日発行 

 
いよいよ紅葉の季節がやって来ました。紅葉前線は尾瀬から始まり会津高原、観音沼、

塔のへつり、大内宿、そして鶴ヶ城へと進んでいきます。今年は暑い日が多く例年よ

りも１週間程度遅れて色づき始めましたが、紅（べに）や黄色に染まる風景はひとき

わ美しくなっています。絶好のタイミングを逃すことなく紅葉狩りに出かけましょう。 
 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 
  ●豆乳カプチーノ／comaya[猪苗代町］ 
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(Part3) 
３）イベント情報 
  ●自転車で歴史散策をしよう。『八重の桜サイクリング』開催決定！！ 
  ●会津鉄道で行こう『第３弾 東京スカイツリー天望の旅』 
  ●「車窓・駅からのフォトコンテスト２０１２秋」応募受付中！！ 
  ●紅葉の磐梯山と新そばを堪能！ 
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 
  ●ちょっぴりお得気分な「地場産おもてなしめぐり」スタート！ 
  ●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 
  ●粕愛ス［会津坂下町］ 
６）会津の郷土料理 
  ●さめの煮魚 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
    from 豆乳カプチーノ／comaya[猪苗代町］ 

 
 
 
 
 
 
 
 

【豆腐屋さんのスイーツ】 
 今回ご紹介するお店、『comaya』さんは猪苗代町表磐梯にある豆腐や豆乳を使った

スイーツや軽食を頂けるお店です。店主のご実家が磐梯町で豆腐屋さんを営んでいる

ということで甘くて香りのいい豆乳をたっぷり使った豆乳カプチーノがイチオシにな
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っています。クリーミーに泡立てられた豆乳の上に、可愛い笑顔が描かれており飲ん

でしまうのがもったいない位です。またカプチーノのお供にはこれまた豆乳を生地に

たっぷり使ったパンケーキ（チョコバナナとベーリーの２種類）が合います。他にも

豆乳レアチーズケーキや日替わりの手作りケーキなどがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 飲んだ人がにっこりしてしまう美味しい豆乳カプチーノ（左） 
 手作り豆乳をたっぷり使った生地がもっちもちのパンケーキ（右） 
 
 店内の大きな窓からは、桜とアジサイに囲まれた大きな池が眺められます。また運

が良ければ、遠くシベリアから渡ってきた白鳥を見ることが出来るそうです。『comaya』
さんではアレルギーがあるお子様でも安心して食べられるスイーツやフードメニュー

を開発したり、家族連れで遊べるスペースを設けるなどしています。 
一度行ったらきっと常連になりたくなる『comaya』さんへ足を運んでみて下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 大きな窓に向かって配置された席からは池が眺められる 
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●comaya（こまや) 
  メニュー 
   豆乳レアチーズケーキ                ４５０円 
   豆乳パンケーキ（チョコバナナ・ミックスベリー） 各５５０円 
   豆乳カプチーノ・アイス豆乳ラテ          各４８０円 
   黒みつ豆乳・はちみつ豆乳             各４５０円 
   お豆腐サラダと温かいサンドイッチのプレート    ６００円 
 
 営業時間  １１：００ ～ １８：００ 
    
 定休日  月曜日 
 
 住所 福島県耶麻郡猪苗代町大字磐里字上野 2696-1 
 お問い合わせ ＴＥＬ：0242-85-8203 
 交通：JR磐越西線 
      猪苗代駅から車１５分 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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(Part3) 
 
 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．第六大川橋りょう（会津下郷～ふるさと公園間） 
 第六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。

下郷町の中心部に架かり、橋りょうより上流は鮎釣りのポイントになっており多くの

釣り人が訪れます。また下流には昭和電工株式会社が所有する「旭ダム」がありダム

湖を形成しています。このダムで蓄えられた水は水路を通り、湯野上発電所に送られ

ており、会津鉄道の車窓からも大きな水路管が塔のへつり～湯野上温泉間で車窓に見

ることができます。  
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河原から見あげるように列車を見る。この辺りの大川は渓谷にならず、 
悠々と流れていく。 ポイント B 

 
 
 会津下郷駅付近には「比戸岩」の岩盤にへば

りつくように架けられた橋りょうがあります。 
ポイント A 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ２．加藤谷川橋りょう（養鱒公園～会津長野間） 
 加藤谷川（かどたにがわ）は、那須甲子連峰を源流として大川に流入します。加藤

谷川橋りょうは川をまっすぐに渡るのではなく、弧を描くように渡って行きます。河

原からは良質の砂利や石が採れることから砕石が盛んに行われています。上流に向か

って２０分ほど車を走らせると、神秘な佇まいを見せる「観音沼」や「日暮らしの滝」

があります。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 県道の橋の上から背景に山を入れて撮影 ポイント A（写真左） 
 河原から列車メインで撮影 ポイント B（写真右） 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 会津鉄道沿線の紅葉は見頃を迎えています。沿線には紅葉の名所が沢山ありますの

で、紅葉や上で紹介しました橋りょうの撮影にお出かけ下さいませ。  
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３)イベント情報 
●自転車で歴史散策をしよう。『八重の桜サイクリング』開催決定！！ 
 
 会津鉄道では平成２５年放送のＮＨＫ大河ドラマ『八重の桜』を記念して、『八重

のサイクリング』と題してサイクリングを楽しみながら会津の歴史スポットを巡るイ

ベントを３日間にわたり開催致します。 また、１１月１７日、１８日、２３日うちの

２日間以上参加して頂くとプチプレゼントを進呈します。  
 

 
○開催日： 平成 24年 11月 17日（土） 
○所要時間： 約 4時間 
○受付場所： 西若松駅東口 
○距離： 約 16km  
○受付時間： 午前 8時 40分まで集合 
○参加費： 1,000円 
  （鉄道運賃・保険料含む）  
○出発時間： 9：12発  
○募集定員： 15名  
○みどころ： 白虎隊の活躍した一ノ堰戦場跡

と八重の父山本権八が眠る光明寺を巡ります。 
  
[こちらの情報もご覧ください！] 
 http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=898 
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○開催日： 平成 24年 11月 18日（日） 
○所要時間： 約 3時間 30分 
○受付場所： 西若松駅東口 
○距離： 約 13km  
○受付時間： 午前 8時 40分まで集合 
○参加費： 500円   
（保険料含む）  
○出発時間： 9：00  
○募集定員： 15名  
○みどころ： 八重と同じ時代を駆け抜けた会津の

女性にスポットをあて、ゆかりの地を巡ります。   
[こちらの情報もご覧ください！]   
 http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=899   
    
    
    
   
 
 
 
 
 

 
○開催日： 平成 24年 11月 23日（祝） 
○所要時間： 約 3時間 30分 
○受付場所： 西若松駅東口 
○距離： 約 12km  
○受付時間： 午前 8時 40分まで集合 
○参加費： 500円 
  （保険料含む）  
○出発時間： 9：00  
○募集定員： 15名 
○みどころ： 会津若松市に残る神指城跡と戊

辰戦争で活躍した新撰組の足跡を訪ねます。 
 
 
[こちらの情報もご覧ください！] 
 http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=900 
 
 
 
 

お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 
営業課 TEL 0242-28-5886 
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●会津鉄道で行こう『第３弾 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３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。 開業してまだ半年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」にのぼりませんか！ また、フリータイム

もたっぷりありますので東京の観光スポット

を満喫してみませんか。  
  
  
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=196 
 

 
 
 
 
● 「車窓・駅からのフォトコンテスト２０１２秋」好評応募受付中！！ 
  
「車窓・駅からのフォトコンテスト」２０１２

秋バージョンを１０月１０日(水)から開催中

です。 
テーマは「会津線紅葉の鉄橋を走る列車の写

真」です。あかべぇ通信のバックナンバーvol95、
96号と本号（98号）で会津線沿線の鉄橋を走

る列車の撮影ガイドを掲載していますのでご

参考にして下さい。  
皆様からの美しい秋の風景の投稿をお待ちし

ております。 
  
[応募方法はこちらをご覧ください！] 
 http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=537 
  
[あかべぇ通信バックナンバーはこちらへ]  
 http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=508  
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●紅葉の磐梯山と新そばを堪能！ 
 
『第 16回猪苗代新そば祭り』 
開催日／平成 24年 11月 10日（土）・

11日（日）AM10:00～PM14:30 
会場／猪苗代町総合体育館（カメリー

ナ） 
 
 
 待望の秋の味覚、新そばの季節がや

ってきました。紅葉に彩られた磐梯山

の眺めも美しい猪苗代町では、収穫さ

れた秋そばを味わう「新そばまつり」

が開催されます。会場では、日本舞踊

やそば口上が披露されるほか、農産物直売や物産市などイベントもいろいろ開催。ご

家族やご友人と一緒に秋一番の味覚を味わってみませんか。 
◎当日券…祝言そば 600円、ざるそば 600円、そばがゆ 100円 ほか 
お問い合わせ先／猪苗代新そば祭り実行委員会 TEL0242-62-2116 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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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●ちょっとお得気分な「地場産おもてなしめぐり」スタート！ 
 
 会津若松市内 16カ所のおいしい食べ物処と、あ

いづのものづくりがコラボした、地場産品をいか

したちょっぴりお得気分なおもてなしがスター

ト！キャンペーンチラシ持参で参加店舗を利用し

た方に、プチデザートやドリンクなど各種サービ

スが付きます。※内容は店舗ごとに異なります。

地元職人が作るオリジナルの器や小物で、会津の

美味しさをお楽しみください。 
 
 
 

◎会津若松市地場産おもてなしめぐり 
 開催期間：平成 24年 12月末まで 
 
お問い合わせ先／会津若松市商工課 TEL0242-39-1252 
 
 
●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 
  ◎粕愛ス［会津坂下町］ 
  【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 

 
   味自慢の銘酒が並ぶ会津地方は東北屈指の酒ど

ころ。お酒に弱い方やお子さんも安心して味わえるス

イーツが登場しました。アルコールゼロの「粕愛ス」

は、栄養価の高いアミノ酸が豊富な酒粕の良さをその

ままに、３種類のフルーツを合わせたスイーツデザー

ト。冷凍庫で凍らせればなめらかな舌ざわりのシャー

ベットアイスに、また、そのまま冷してフルーツソー

スとしても楽しめます。 
 
 
 

お問い合わせ先／やまひろファーム TEL0242-83-0733 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●さめの煮魚 
 
［材 料］ 2人分 
 さめ（切り身）…2切れ 
 しょうゆ…36cc 
 ざら砂糖…48g 
 酒…20cc 
 みりん…20cc 
 
 
 

［作り方］ 
1）鍋に調味料を合わせて水（150cc程度）を加えて煮立たせ、煮汁を作る。 
2）さめの切り身を入れ、落とし蓋をして火加減を見ながらゆっくりと煮る。 
 
［ワンポイント］ 
 さめの煮魚は「一年をおさめる」の意味で年の暮れに煮付けて正月の年始客などに

ふるまった料理の一つ。冷めた煮汁が煮こごりのように固まるのも特徴です。 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 会津各地の紅葉も見頃を迎えました。秋の味覚新そばも登場し、食欲＆芸術の秋ま

っさかり！皆さんも会津で楽しい＆美味しい体験をしてみませんか。 


