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 会津あかべぇ通信 Vol.99  
2012年11月15日発行 

 
 今年の紅葉シーズンは例年に比べ晴れの日が多く、青空をバックに錦に染まっ

た紅葉を堪能出来た方も多かったと思います。会津若松の特産品に紅葉に負けな

いくらい赤く染まった大きな甘い柿があります。ご存知の方も多いかと思います

が「会津みしらず柿」です。この柿は元々渋柿ですが焼酎に数週間漬けることに

より渋が抜けとても甘い柿に変身します。皇室にも毎年献上している「会津みし

らず柿」を一度味わっ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 
  ●ざるそば／仁王茶屋[西会津町］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道今昔写真物語 
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」締切迫る！！ 
  ●福島県オリジナル品種「会津のかおり」100%の“三たて”新そばを堪能！ 
４）知っ得！話題 
  ●まち歩きで楽しむ、幸せ気分のスイーツ＆カフェ 
  ●サイクルトレイン 
    ～１１月末まで運転中～ 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内ほか 
５）会津のいいモノ☆セレクション 
  ●会津の巨樹・銘木を訪ねて◎高倉の大スギ［下郷町］ 
６）会津の郷土料理 
  ●凍み餅 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
    from ざるそば／仁王茶屋[西会津町］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【日本一良心的な味と値段】 
  会津三大観音の一つ、西会津町鳥追観音の門前にある仁王茶屋さんをご紹介し

ます。お店の名前にあるとおり観音様の山門には、今でも仁王像が安置されてい

ます。さてお店ですがこの地で営業を開始してから約３０年親子二代にわたって、
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地元のソバ、自家製の野菜にこだわって営んできました。ここのそばつなぎの入

らない１０割そばで、お店の奥で玄そばから時間をかけて丁寧に細かく挽いてい

ます。毎朝その日に出る分だけをご主人が丹精込めて手打で作っています。 
 打ち立てのそばは、毎朝８時３０分から食べることができ、１１時までは通常

の値段から１割引きの「朝そば」というサービスを行っているそうです。ざるそ

ばには旬の自家製野菜を使った天ぷらが付いてきます。取材でお邪魔した日はか

ぼちゃ、ピーマン、玉ねぎの天ぷらがついていました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 そばを薄く延ばす。均等に延ばすのは熟練の技術が必要（左） 
 リズミカルに等間隔でそばを切る（右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 このボリュームで７５０円、しかも１０割そば。。。「日本一良心的な味の値

段」をお店のキャッチフレーズにしているだけのことがありますネ。 
（写真はざるそば大盛り） 
 
 ご主人が店を先代から店を継ぐまで和食の料理人をやっていたこともあり、手

作りのごま豆腐や栗きんとん、花豆の甘露煮などを頂く事もできます。ごま豆腐

はとても濃厚で豆腐の上にかけてあるずんだ餡やごま餡と相まって上品な和菓子

を食べているようにも感じます。 
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 お店のほうは１月、２月は冬期休業になってしまいますが、新そばのこの時期

に一度訪ねてもらいたいお店です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  濃厚なごま豆腐。食べる価値ありますよ！！ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 親子２代にわたってお店をやっています。おばあちゃんとの語らいを 
目当てに来る御常連さんも沢山いらっしゃいます。（写真左） 
 お店の名前の由来になった仁王像がある山門。（写真右） 
 
●仁王茶屋 
  メニュー 
   ざるそば（野菜天ぷら付き）     ６００円 
   えび天ざるそば            ７５０円 
   かきあげそば（温かい）        ６００円 
   にしんそば（温かい）         ８００円 
    ※８：３０～１１：００までは「朝そば」サービスでそば類１割引 
    各大盛り１５０円プラス 
   ごま豆腐                ２５０円 
   他にも栗きんとんや花豆の煮豆などのお持ち帰り品もございます 
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 営業時間  ８：３０ ～ １５：００（１５：００以降はご相談下さい） 
 
 定休日  不定休（１～２月末までは冬期休業） 
 
 住所 福島県耶麻郡西会津町野沢字如法寺乙３５２ 
 お問い合わせ ＴＥＬ：0241-45-4098 
 交通：JR磐越西線 
      野沢駅から車５分 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道今昔写真物語 
 
 会津鉄道は、おかげさまで今年で開業２５周年を迎えました。これから数回に

わけて開業前や開業当時の貴重な写真を御紹介します。また、撮影場所によって

は現在の様子を併せてご紹介しますので過去との比較をしながらご覧下さい。 
 
  １．第三大川橋りょう（湯野上温泉～芦ノ牧温泉南間） 
 大川（阿賀川）に架かる橋梁の一つで、渓谷の深い谷間を渡っています。現在

の写真と比較しても橋りょうの色や形には変化がありませんが、大川の河原や崖、

木立に変化が感じられます。現在は生い茂った木の陰になって見えにくいですが、

川向かいの山肌を縫うように国道１１８号線（当時は国道１２１号線）を見るこ

とができます。  
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 渓谷を渡る赤い列車「ＡＩＺＵマウントエクスプレス」（写真上） 
  （平成２４年１１月５日撮影） 
 ＪＲ会津線として運転されており国鉄型の気動車がなつかしい（写真下） 
  （昭和６２年７月頃撮影） 
 
  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。 
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 河原全体が草に覆われ、河川改修がされている（写真上） 
  （平成２４年１０月９日撮影） 
 河原で水遊びをする子供たちの姿が見受けられる（写真下） 
  （昭和６２年７月頃撮影） 
 
 これからも昔の会津線沿線の写真を御紹介したいと思っています。 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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』好評募集中！！ 
 
 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（土）、１

８日（日）、２３日（祝）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 
   

※好評につき定員となりました。    
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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 
   
※好評につき定員となりました。     
    
  
  
  
 

 
○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 
 
※残数残りわずかです。  
 

 
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。  
 
※１１月３０日好評につき完売です。 
※１２月７日は好評につき完売です。 
※１２月２１日残りわずかです。 
 
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=196 
 
 
● 「車窓・駅からのフォトコンテスト２０１２秋」締切迫る！！ 
 
 「車窓・駅からのフォトコンテスト」２

０１２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、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。  
１１月２１日応募締切になっていますので

皆様の素敵な作品をお送り下さい。 
  
[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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●福島県オリジナル品種「会津のかおり」100%の“三たて”新そばを堪能！ 
 

『第 13回塩川新そば祭り』 
開催日／平成 24年 11月 23日（金） 
    午前 11時～午後３時 
会場／塩川蔵史館（JR磐越西線塩川駅前） 
 
 この秋収穫された喜多方産「会津のかおり」

のそば粉を使用し、地元の腕自慢たちが打ち

あげた“ひきたて・打ちたて・ゆでたて”の

新そばを提供。そのほか、塩川名物の「鶏皮

モツ」や地場産品の展示即売コーナーも登場

します。秋ならではの会津の味覚をぜひお楽

しみください。 
 
◎当日食券／もりそば・かけそば各 500円、

天ぷら（かき揚げ）100円 
 

お問い合わせ先／喜多方市塩川総合支所産業課 TEL0241-27-2122 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
 
●まち歩きで楽しむ、幸せ気分のスイーツ＆カフェ 
 

  まち歩きのひと休みに、人気の

菓子店やカフェで自慢の美味しい

スイーツはいかがですか？観光客

で賑わう懐かしい街並の七日町や

鶴ヶ城近くにある 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。各店自慢の甘味を味

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500円で楽しめま

す！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

が当たる特典付！会津の城下町を

目と舌で楽しむ、おいしい散策をぜ

ひどうぞ。 
 
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 
 期間／平成 24年 10月 1日（月）～12月 30日（日） 
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●サイクルトレイン 
 ～11月末まで好評運転中～ 

 
 
 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。 
 マイ自転車で晩秋の南会津を散

策してみませんか。 
 
 

●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 
 
 

 
 
 【首都圏からのお客様へ】 
  ●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 
 
  ●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 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 
 
●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 
 
 

 !  
●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 
 
●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 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ◎高倉の大スギ［下郷町］ 
  【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】 

 
  江戸時代の面影を今に残す、宿場の家並みが

軒を連ねる大内宿。メインストリートの中程に

ある大鳥居から足をのばすこと３分。静かな杉

木立に守られた高倉神社の、主殿裏手に根を張

る大スギの木は、推定樹齢 800年といわれてい

ます。現在も鎮守の森の主ともいえる堂々とし

た風格を漂わせる姿で、拝殿に手をあわせる参

拝者を見守っています。 
【樹木データ】 
・所在地…南会津郡下郷町大内字大谷地 
・樹高…約 56m、胸高幹周…約 4.3m 
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・福島県緑の文化財 
・交通…会津鉄道・湯野上温泉駅下車、車 10分 
 
 
お問い合わせ先／大内宿観光協会 TEL0241-68-3611 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●凍み餅 
 
［材 料］  
餅または市販の凍み餅…適宜  
 
［作り方］ 
１）寒さの厳しくなる１月上旬か

ら２月下旬頃に、1～2cm幅に切っ

た餅をワラでスダレのように編ん

で吊るし、外気に晒して凍み餅を

つくる。 
２）じゅうぶんに乾燥させた凍み

餅を油で揚げ、しょうゆ・砂糖・

塩など好みで味付けし食べる。  
 
［ワンポイント］ 
元祖フリーズドライ食品とも言える「凍み餅」は、寒さの厳しい会津地方の各家

庭で作られた保存食。揚げるほかにも、水に浸して柔らかくなったものを焼いた

り、蒸したりなど調理法もさまざま。和食だけでなく洋食にも利用できます。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 秋も深まり、街路樹も紅葉に彩られるようになりました。会津ではそろそろ冬

支度がはじまります。清らかな雪に包まれる会津の冬景色もまた格別です。 
温泉やウインタースポーツを楽しみに、ぜひ会津へ旅してみませんか。 
 


