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11月のイベントカレンダー

2 0  2  1   N  O  V   E  V  E N  T   C  A  L  E  N  D  A  R 豊田町道の駅

蛍街道西ノ市

※都合により日時、イベント内容が変更になる場合がございます

083-767-0241
下関市豊田町大字中村876-4
https://www.toyota-hotaru.com/

11月の定休日は24日(水)

営業時間/8:30～17:00※短縮営業

●物販コーナー/ふるさと野菜市

11月、豊田町の紅葉も色づく頃・・・・道の駅では長門鉄道祭2021やオープン

17周年記念感謝祭などわくわくドキドキ楽しいイベントがいっぱい！
※レストラン万作は
毎週火･水曜日が定休日※祝日は営業

11月の蛍街道西ノ市
8:30～17:00※時間を短縮して営業
ふるさと野菜市・喫茶せせらぎ･パン工房月招堂

11月の西ノ市温泉 10:00～21:00
(最終受付/20:00)

パン工房月招堂野菜市/お土産コーナー 喫茶せせらぎ

長門鉄道祭2021、オープン17周年記念感謝祭など
11月はわくわくビッグイベントが目白押し！

11月の主なイベント
屋外イベントは新型コロナウイルス感染防止対策をおこない実施いたしますので参加されるお客様はご理解･ご協力のほどお願い申し上げます。

11月のレストラン万作 11:00～15:30(最終受付/15:00)
※毎週火･水曜日が定休日
※祝日は営業11/3(祝)･23(祝)

※状況によりイベントが中止になる場合がございますのでご了承ください

6
【土】

11月の野菜クイズ

関門ポークソースカツ丼 850円

関門ポークシリーズ第3弾！
ブランド豚｢関門ポーク｣を使った料理第3弾は
｢関門ポークソースカツ丼｣

幸ふく(お団子販売) ふくろうの森（雑貨） 研ぎ心（刃物研ぎ）

九星気学風水占いレインボー(多肉植物）こっとんはうす（雑貨）

7日(日)

6日(土) 6日(土) 14日(日)

KSS企画(大判焼き他)

りふれ(リンパドレナージュ)

定休日/火曜日･最終水曜日

(高橋成依)ざっかや(雑貨)

23日(祝)

13日(土)･14日(日)･20日(土)･21日(日)

6日(土)･13日(土)･27日(土)

13日(土)･14日(日)

11月の得割サービス

竹とんぼの日
秋空高く飛ばせ竹とんぼ！

毎月第3日曜日は｢竹とんぼの日｣この日だけはお子様と一緒
に童心に帰って竹とんぼで遊んでみませんか。

竹とんぼダーツゲーム 第71回竹とんぼ選手権大会
①11:00～②14:30～
■場所/ポッポ広場ステージ
■参加費/無料

■受付/10:30～
■定員/20名■参加費/無料
■開始/13:00スタート

竹とんぼを得点エリアに着地させ

総合得点で競うゲーム。対戦形式

トーナメント方式でおこないます。

肉うどん/そば

通常価格

590円 500円

■11月28日(日)ふるさと野菜市

白菜の重さ当てクイズ

あったかフェア
期間/11月1日(月)～

サムゲタン､雑炊などあっ
たか商品を取り揃えました

①②③

西森（ヤマメの塩焼き）
土日祝(雨天は中止)

おかえりポッポ 長門鉄道祭2021
11月6日(土)･7日(日)

かって長門鉄道(1918ー1956)で走っていた蒸気機関車長門ポッポが
74年ぶりに豊田町に里帰り

｢長門鉄道物語｣大型紙芝居

お待たせしました！いよいよ74年ぶりに里帰りした
蒸気機関車｢長門ポッポ｣のお披露目の日

おかえりポッポ

お披露目セレモニー

時間/11:00～15:00
場所/ふるさと野菜市駐車場
乗車賃/1回100円

ちびつ子には長門ポッポの絵本進呈！

長門ポッポお披露目セレモニー
八幡太鼓(八幡太鼓こども会)10:50～
時間/11:00～11:50
※長門ポッポ除幕式他
場所/ポッポ広場蒸気機関車前

祝！101個紅白餅配布
紅白餅配布時間/12:00～場所/ポッポ広場SL前
※紅白餅整理券配布/10:00～場所/ポッポ広場ステージ

長門鉄道写真･資料展
期間/11月6日(土)～12日(金)
場所/道の駅情報コーナー

ポッポ！ホールインワンゲーム
時間/13:30～場所/ポッポ広場特設テント

参加
無料

7
【日】

わくわく楽しいポッポ
イベントがいっぱい！
音楽祭、ミニｓL乗車、ゲームなどお子様から
大人まで楽しめるイベントがいっぱい！

ポッポ 音楽祭
ポップでポッポな音楽祭

時間/11:00～14:30場所/ポッポ広場ステージ

シャボン玉
ショーも
あるよ！

出演/ALAP P･K･E Favorite 音楽戦士ビート fire fly

ミニ蒸気機関車にのろう！
石炭で走る本物そっくりのミニSLです｡ちびっ子
はもちろん大人の方も乗ることができます

時間/①9:30～②10:30～
場所/ポッポ広場ステージ

ぽっぽくんと一緒に撮影会

時間/14:30～場所/ポッポ広場SL前

撮影に参加したちびっ子にはポン菓子とポッポの絵本
をプレゼント

ポッポ！ホールインワンゲーム
時間/15:00～場所/ポッポ広場特設テント

ポン菓子を
プレゼント

蛍の湯は｢木炭の湯｣
西ノ市温泉｢蛍の湯｣時間/10:00～21:00 最終20:00

17周年記念感謝祭OPEN
11月13日(土)･14日(日) おかげさまで道の駅は12月で17周年をむかえることとなりました。

17年分のありがとうの気持ちを込めて感謝祭を開催いたします。

ガラポン大抽選会賞品総額
約60万円
1500円以上お買上げ､もしくはご利用した方に1回ガラポンチャンス！
■開催日/11月13日(土)･14日(日) ■抽選時間/9:00～17:00 ■抽選会会場/情報コーナー

お得ないいこと!

奥野寿久商店全商品10％OFF
●お土産コーナー/13日(土)･14日(日)

●豊田梨入りポークフランク/ソーセージ
●豊田柚子入りポークフランク/ソーセージ
●山と海のくじらウインナー

フランク･ソーセージ10％OFF

岡崎酒造/福娘長陽

西都の雫/純米吟醸酒
1580円通常価格1760円

10%
OFF

期間/8日(月)～14日(日)

●喫茶せせらぎ/13日(土)･14日(日)

170円通常価格220円

楽しい､いいこと!

11月14日(日)13:00～14:00
場所/ポッポ広場ステージ

でぇ吉830

ホールインワンゲーム

●13日(土)/13:00～場所/ポッポ広場特設テント

●14日(日)/15:00～場所/ポッポ広場特設テント

ほたるんと
ジャンケンポン！

●14日(日)/14:30～
●場所/ポッポ広場

SPECIAL

LIVE
スペシャル
ステージ

※参加資格/小学生以下のお子様で当日の
500円以上のレシート持参

ほたるんとジャンケンに勝ったら道の駅の
豪華賞品を進呈。

チャレンジは3回！ホールインワンした方には賞品を進呈

21
【日】

冬の
お酒まつり

11月は冬にぴったり
の熱燗特集！

おかえりポッポ特別企画

ポッポ
ブラック
パフェ
10/16～11/30

500円

ポッポ
ブラック
ソフト

通常価格430円

380円

11/6･7

●17周年限定メニュー

ふく天
うどん
11/7～14

400円

●これからの定番メニュー

ぜんざい

11/13～
漬物付き

320円

オープン17周年記念限定パン

おかえり
ポッポ
記念パン

10/16～11/30 石炭フレンチトースト
250円

黒いミートパン 160円

くじらコロッケバーガー
250円

ジビエメンチカツバーガー
250円

鯨と猪の
ウインナーパン150円

土日祝
限 定

宇部かま
コロッケ
使 用

猪肉
使用

鯨と猪肉で
作った

ウインナー

おかえりポッポ限定メニュー

海鮮ちゃんうどん

通常価格

850円 780円

ポッポブラックカレー
11/6(土)･7(日)･13(土)･14(日)

1日限定

15食

デザートミニサラダ付 950円

おかえりポッポ企画

木炭の湯
11月7日(日)は

第2回温泉川柳
コンクール

期間11月3日(祝)～30日(火)

お題は｢温泉｣
応募された方全員
に温泉割引券進呈
応募された作品は温泉川柳
グランプリにエントリーい
たします。

11月26日(金)は
｢風呂の日｣

11月の変わり湯は

｢柚子の湯｣
柚子の湯は風邪の予
防や美肌、冷え性に
もよいといわれてい
ます。

美のプロが診断！

肌年齢チェックと
血液健康チェック

時間/10:00～17:00

主催/下関市商工会 事業名/令和3年度小規模事業者応援キャンペーン事業

第3日曜日は
｢竹とんぼの日｣

KANMON

PORK vol.3

期間/7日(日)～14日(日)


