
○季節によりメニューや食材は変更になる場合があります。（H31.3 現在）
○「塩分控えめ」の対応の詳細については、各店舗にお問い合わせください。

頓珍館千石店

市街図

健康のおもてなし協力店 バス停

※一部、地図上に表示がされていない店舗があります

会津バス

バスロケーションシステム
いつでも！どこでも！パソコンやスマートフォンから、利用したい
バスの時刻表や現在地、到着時刻、乗り継ぎ方法、運賃などの情
報が確認できます。
また、同じ情報が「Googleマップ」にも反映されていて、経路を検
索すると、目的地までの経路にあわせて、最適な経路やその時
刻、運賃、運行情報などがまとまって分かるようになっていて、と
ても便利です。
バスロケーションシステムの詳細は会津バスのホームページ
（https://www.aizubus.com）をご覧ください。

私たちのまちには、健康の取組を応援してくれるとこ
ろがたくさんあります。
公共交通機関を利用したり、天気のいい日は歩いた
り、日頃の運動不足解消に走ったり…おでかけしてみ
ませんか？

バス路線・バス停・発車時刻・運賃が一目
で分かる時刻表で、携帯しやすい大きさとなっ
ています。会津バス各営業所、市役所や公民
館などの公共施設で配布する予定です。

お料理教室や講座を通して楽しく！おいしく！
健康について考えてみませんか？

詳細のお問い合わせは
会津若松市まちなか“健康”商店街実行委員会

※2018年より、野口英世青春通り商店街、神明通り商店
街振興組合、会津若松市役所通り商店街振興組合が連
携して、「健康」をテーマにエリア全体の活性化を目指し
ています。

冊子版・路線バス時刻表

「Googleマップ」での表示イメージ「Googleマップ」での表示イメージ

市内全ての路線・
バス停が

載っています！

【路線バスの各種サービス】

しおタンメン（並盛） 
750円（税込）

会津山塩の
ペペロンチーノ 
650円（税込）

中心市街地拡大図

※画像はイメージです

凡
例

スンドゥブ定食
コーヒー付

1,000円（税込）

ベジタブル担々麺 
750円（税込）

塩たんめん
840円（税込）

メキシカンサラダ 
880円（税込）

うえんで
野菜たっぷりのタンメンは
味噌味や手打麺も選べます。

※注文時に希望するとスープを約1％塩分
　に調節可

住　　所　大戸町上三寄大豆田11-3 
電話番号　0242-92-3253 
営業時間　9：00～15：00（月・水～金）
　　　　　8：00～15：00（土日祝）   
定 休 日　火曜定休

ワインとフランス家庭料理

ワインバー ココット
（写真より時計回りに）ラタトゥイユ、グリー
ンサラダ、野菜のコンソメスープなどとりそ
ろえております。
昼ランチはコーヒー付1,500円

住　　所　栄町3-35 
電話番号　0242-23-8229 
営業時間　昼12：00～15：00（LO13：30）
　　　　　夜18：00～23：30（LO22：00）  
定 休 日　水曜日、第2・4火曜定休

　　　　　　  Beans（ビーンズ）
季節の野菜メニューが選べます。

住　　所　栄町2-25　アビスビル1F 
電話番号　0242-28-5077 
営業時間　昼11：00～14：00（土曜日以外）
　　　　　夜17：30～23：00  
定 休 日　日曜定休

Restaurant
＆Bar

©OpenStreetMapの貢献者

プロント会津若松店
野菜メニューが多数あり、季節ごとに多彩
なメニューが楽しめます。

住　　所　中町4-31 
電話番号　0242-28-8355 
営業時間　10：00～23：00（月～土）
　　　　　10：00～18：00（日・祝）
定 休 日　年中無休

はちべえ
ベジタブル担担麺や各種
タンメンがおすすめです。

※注文時に希望するとスープを約1％塩分
　に調節可

住　　所　千石町3-35 
電話番号　080-5559-6454
営業時間　昼11：30～15：00
　　　　　夜17：30～21：00
定 休 日　金曜定休

居酒屋
老町（おとなまち）ぼろ蔵
温もりを感じる野菜料理をお出ししていま
す。「疲労回復焼」（朝鮮人参・山芋・季節の
野菜入り）が人気です。

住　　所　中町2-73 
電話番号　0242-27-6983 
営業時間　17：00～23：00 
定 休 日　日曜定休 疲労回復焼 

600円（税込）

URARAKA
（うららか）

野菜多めメニューや、栄養バ
ランスを考えた定食メニュ
ーもご提供しています。

住　　所　中町2-78 
電話番号　0242-23-7716
営業時間　昼11：30～14：00（LO13：30）（月～金）祝日
　　　　　夜17：00～23：00（LO22：30）（月～土）
定 休 日　日曜祝日定休※連休の場合変則有

めでたいや
野菜多めメニューや、栄養
バランスを考えた定食メニューもご提供し
ています。

※スープがなくなり次第終了
※注文時に希望するとスープを約1％塩分
　に調節可
住　　所　千石町3-1 
電話番号　0242-33-0288
営業時間　11：00～21：00
　　　　　11：00～20：00（日・祝）
定 休 日　火曜定休

會・マチエール
季節の野菜入りパンがあり、ご要望に応じ
て、パン教室も行っています。
※写真は左上より時計回りに「立川ごぼう
カンパーニュ」150円「揚げないビーフカ
レー」200円「会津地鶏親子パン」280
円（全て税込）

住　　所　門田町大字飯寺字村東36-4 
電話番号　0242-23-8713
営業時間　9：00～18：00 休前日は～17：00 
定 休 日　年末年始、木曜日・不定休
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会津若松市まちなか元気プロジェクト
まちなか健康講座

松長団地・西若松駅線 24分

現在地

4分歩く（350ｍ）

料金：290円

松長コミュニティセンター前

若松駅前（バス）

13:56

14駅（停留所）先まで乗車（19分）

9:15
遅延

時刻、運賃、
乗り継ぎ
情報等が
表示されます

バスの
到着時間の
遅れを反映して
案内します
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“健康のおもてなし”広報についてのお問い合わせは  会津若松市 健康増進課（39）1245

野菜料理を選べる、塩分控えめに対応できる（一部メニュー）
そんな “健康のおもてなし” に協力いただいている店舗を紹介します。

　同友会では、年間を通して会合の場が多く、宴会では食べ過ぎてしまった
り、お酒だけを飲んで料理をまるごと残してしまうことがしばしばあり、会社を
背負う方々の健康のためにも、会合での取組として、野菜多めの料理を要望
し、残さず食べることができるように、配膳や声かけを行う「テーブルリーダー」
を決めることを始めました。
　昨年行われた他地域から
のメンバーを招いての宴会に
おいて、会員である事業者の
協力のもと、取組を実践し、
料理が残らなかったこと、野
菜が多く、満足度の高い料
理・配膳内容であったとの感
想を得、会津ならではのア
ピールもできました。

宴会や会合の場面で
「あいづ3010運動」をすすめています

（会津若松市食育ネットワーク協力会員・中小企業家同友会会津地区）

　会津若松市食育ネットワークでは食品
ロスを減らすため、「宴会の開始から30
分と、閉宴10分前には、席に座って食事
を楽しみましょう」という"3010（サンマ
ル イチマル）運動"に加えて、高血圧者や

肥満者（特に男性）が多い地域性をふまえ、「野菜多め」「食
べきるのにちょうどいい量」「塩分控えめ」などに配慮した
宴会料理の提供を加えたあいづ3010（サンマル イチマル）
運動」をすすめています。
　また、この運動のロゴマークを、会津大学短期大学部の
学生さんに募集し、会津が誇る「日本酒」「お米」「漆器」を
デザインに取り入れた、産業情報学科デザイン情報コース1
年、佐藤奈々さんの作品を採用することにしました。このロ
ゴマークのもと、会津ならではの取組を、地域の皆さんとと
もにすすめていきます。

「野菜多め、適量・適塩の宴会料理」の要望に
応じてくださる飲食店の皆さまを募集しています。

あいづ3010（サンマル イチマル）運動 で 残さず・おなかも丁度よく

世代を超えて　食・運動・社会参加
歩いてよし・バスに乗るもよし・走って回るもよし

まちにでかけて　「健康のおもてなし」を体験してみませんか

いつものメニューを野菜多めのメニューに変え、ドレッシング
もかけずに添えていただくことで、自分で調整できるようにし
ます。（ルネッサンス中の島 提供）

◎店舗情報はH31.3 現在のものとなります。

スープ残しますカード
設置しています。

★会津若松市食育ネットワークからのお知らせ★

協力店舗を募集しています


