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※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

豊田町道の駅

2 0 2 2 J A N E V E N T C A L E N D A R

蛍街道西ノ市

1月のイベントカレンダー

083-767-0241

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

あけましておめでとうございます

2022

1月の定休日は25日(火)

今年も道の駅蛍街道西ノ市をよろしくお願いします。
本年も皆様に喜んでいただけるように様々な楽しいイベントを用意して

●物販コーナー/ふるさと野菜市
営業時間/8:30～17:00※短縮営業

皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。

●レストラン万作は毎週火･水曜日が定休日
但し1月4日(火)･5日(水)は営業

2022年のスタートは蛍街道西ノ市から! 1月1日(元日)⇒4日(火)
道の駅は1月1日(元日)から営業中！

一年の計は
さあ！今年
最初の運だめし！ 元旦にあり！

こいつは春から
景気がいい！
新春

100個

紅白餅配り ガラポン大抽選会 新春書初め大会

1月1日(元日)
整理券配布/10:00～(100名様)
場所/ポッポ広場ステージ
紅白餅配布/12:00～

初売り福袋！

お年玉
付 き

1月3日(月)

1月1日(元日)･2日(日)

お買上げ1000円毎に1回ガラポ抽選
会に参加できます。
抽選時間/9:00～17:00
場所/情報コーナー

あなたの新年の抱負、夢、目標など好きな言
葉を自由に書いてください。書初めはすべて
書初めグランプリの参加作品となります。

時間/10:00～15:00※参加無料
受付/情報コーナー 場所/会議室

ジャンボ鏡餅
福のおすそ分け

ポッポ～！
新春汽笛一声

ジャンボ鏡餅
重さ当てクイズ

ポッポくんと撮影会
1月2日(日)
長門ポッポのキャラクター
｢ポッポくん｣と撮影会。先
着15名のちびっ子にはポン
菓子を進呈！

1月1日(元日)･3日(月)
場所/物販コーナー喫茶レジ前

時間/14:00～14:30
場所/ポッポ広場SL前

ジャンボ鏡餅の
ホールインワンゲーム 2022蛍街道西ノ市
1月1日(元日)～3日(月)
書初めグランプリ おすそ分け

1月1日(元日)～3日(月)
物販コーナー
●1000円福袋(限定50袋)
●2000円福袋(限定50袋)

●1/1(元日) 14:00～
●1/2(日) 12:00～
●1/3(月) ①11:00～②14:00～

あなたの一票が書初めグランプリを決めます!
場所/情報コーナー

1月1日(元日)午前10時オープン 10:00～21:00(最終受付20:00)

1月2日(日)

1月4日(火)

1月8日(土)～31日(月)

新春!初湯は西ノ市温泉｢蛍の湯｣

長門ポッポ運転室見学

先着
100名様

先着10名のちびっ子には長
門ポッポの絵本を進呈！

時間/13:00～※なくなり次第終了
場所/ポッポ広場ステージ

時間/14:00～15:00

入浴回数券や入浴無料券が当たる！
お年玉付き

おみくじティッシュ

大吉が出たら豪華お年玉をプレゼント！

1月のその他のイベント ※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
2022蛍街道西ノ市
20220年もホールインワン！
竹とんぼの日 1月16日(日)
1月8日(土)～31日(月)
書初めグランプリ
ホール
インワンゲーム
竹とんぼダーツ 第73回竹とんぼ
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。

雨天中止

場所/道の駅情報コーナー

竹とんぼを飛ばして地面の的に着地させ
るゲーム。着地させて的によって道の駅
の賞品を進呈いたします。

①11:00～②14:30～
場所/ポッポ広場ステージ
※参加無料

あなたが一番気に入った作品を、一つ選んで投票して下さい｡
選んだ作品が見事､グランプリになれば道の駅商品券1000円分
を抽選にて5名様に進呈いたします。

■場所/中庭ステージ
■受付/10:30～
■定員20名になり次第終了
■大会開始/13:00スタート
■参加募集定員/20名

1月の蛍街道西ノ市

●グランプリ/道の駅商品券3000円分
●2位/道の駅商品券2000円分●3位/道の駅商品券1000円分

こいつは春から縁起がいい
福を呼ぶ｢ふく天うどん｣

1月1日(元日)～5日(水)
①

道の駅商品券500円分が当たる

道の駅特選詰合せ2000円分＋コーヒー無料券

道の駅商品券1000円分が当たる

●2000円福袋

道の駅特選詰合せ3000円分＋ソフトクリーム無料券

新春祝い酒フェア
1月1日(元日)～5日(水)

道の駅
おすすめ3種
●西都の雫
●蔵人の自慢酒
●龍の尾純米吟醸

②

④

期間限定1/1～5

⑤

真ふぐの旨みが溶け込ん
だ特製出汁にふくの天ぷ
らをのせました。

①とらふぐ煎餅648円
②うに煎餅864円
③やまぐちきらら牛乳ロールケーキ1188円
④夏みかんチーズケーキ648円
⑤のんたぐろラングドシャ(10入)756円

これからが旬！美味しい苺関連
商品を集めました。
③ ② ①

1月の西ノ市温泉

11:00～15:30(最終受付/15:00)
※毎週火･水曜日が定休日。但し､1/4(火)･5(水)

1300円

1月の変わり湯は｢椿の湯｣

関門ポークメニューが定番
になりました！
●関門ポーク味噌漬け焼き定食1000円
●関門ポークソースカツ丼850円

都合により中止になる場合もございます

関門ポークソースカツ丼
850円

土日祝/3日(火)･4日(水)(雨天は中止)

西森（ヤマメの塩焼き）
22日(土)･30日(日)
こっとんはうす（雑貨）

いちごステック
デニッシュ
140円

福を呼ぶ！

いちご
メロンパン
160円

苦知らず！

くじらコロッケ
バーガー
250円

8日(土)･16日(日)･22日(土)
29日(土)･30日(日)

1月26日の風呂の日の
変わり湯は｢椿の湯｣。
椿風呂には美容効果、
疲労回復、リラックス
効果があるといわれて
います。

第2回西ノ市温泉

肌年齢と血流チェック
美のプロが無料アドバイス
10:00～17:00

定休日/毎週火曜日第2水曜日･最終の水曜日

KSS企画(大判焼き他) りふれ(リンパドレナージュ)
23日(日)

いちごミニ
クロワッサン
1個65円
2個120円

10:00～21:00(最終受付/20:00)
※1月1日(元日)～4日(火)は再入浴中止

1月26日(水)は｢風呂の日｣

山の幸、海の幸が楽しめる御膳が新登場

万作山海御膳

いちごフェア

ふくコロッケ
バーガー
250円

280円

天ぷら盛合せ･刺身･焼き物･煮物･茶碗蒸し･ご飯･味噌汁･香の物

出店のご案内

限定!縁起バーガー
1月1日(元日)～5日(水)

12/1～1/31

1月4日(火)～31日(月)

関門ポーク味噌漬け焼き定食
1000円

1月の新作パン

500円
冬のあったかメニュー
ゆずきち
しょうが湯

いちごフェア

1月のレストラン万作
初 春
新登場

③

パン工房月招堂

喫茶せせらぎ

初売り! 限定各50袋 福袋 道の駅お土産ベスト5
●1000円福袋

9日(日)/13:00～
10日(祝)/13:00～
23日(日)/13:00～
30日(日)/13:00～

1日(元日)/14:00～
2日(日)/12:00～
3日(月)/①11:00～
②14:00～

8:30～17:00※時間を短縮して営業
ふるさと野菜市・パン工房月招堂※喫茶せせらぎ1月1日～5日軽食は16：00がオーダーストップ

野菜市/お土産コーナー
1月1日(元日)～3日(月)

場所/ポッポ広場特設テント※参加無料

あなたの一票がグランプリを決める！

選手権大会

毎日(雨天は中止)

レインボー(多肉植物） 伊藤青果(野菜･果物)

山口県内を中心に展開している
｢メディカルサロンKIREI｣の経験
豊かなエステティシャンがあなた
の肌や健康状態を測定診断いたし
ます。

温泉 川柳
グランプリ
発表
発表/1月1日(元日)
作品展示
1月1日(元日)～31日(金)

2日(日)･3日(月)･8日(土)･9日(日)
10日(祝)･15日(土)･16日(日)

研ぎ心（刃物研ぎ）
9日(日)･23日(日)

九星気学風水占い (高橋成依)

