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2月のイベントカレンダー

2 0  2  2   F  E  B   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/

2月の定休日は22日(火)

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

●レストラン万作は毎週火･水曜日が定休日

2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・パン工房月招堂･喫茶せせらぎ

2月の西ノ市温泉 10:00～21:00(最終受付/20:00)

パン工房月招堂お土産コーナー 喫茶せせらぎ

2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※但し23日(祝)は営業

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）
20日(日)･27日(日) 13日(日) 13日(日)･27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/毎週火曜日第2水曜日･最終の水曜日

(高橋成依)

5日(土)･6日(日)･11日(祝)～13日(日)
5日(土)･6日(日)･12日(土)
20日(日)･26日(土)

西森（ヤマメの塩焼き）

土日祝 (雨天は中止)

毎日(雨天は中止)

伊藤青果(野菜･果物)

出店のご案内

2月の道の駅はドキドキとわくわくがいっぱい！
2月は毎週日曜日が何かの日！｢ポッポの日｣｢竹とんぼの日｣｢風呂の日｣に｢のんたぐ

ろ祭｣とわくわくするイベントを用意して皆様のお越しをお待ちしております。

2月の変わり湯は｢ビワの葉湯｣

2月26日(土)は｢風呂の日｣

2月26日の風呂の日の
変わり湯は｢ビワの葉
の湯｣ビワの葉風呂に
は美肌、美白の効果が
あるといわれています。

あなたの骨密度
無料でチェックいたします

スピカ（ふくこい餅）

4日(金)･11日(祝)･18日(金)･20日(日)
25日(金)

2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。

※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
【日】

20
【日】

26
【土】

毎月第3日曜日は･･･････

ポッポの日
今年、74年ぶりに豊田町に里帰りした
蒸気機関車101号機「長門ポッポ｣を記
念して毎月第1日曜日は｢ポッポの日｣！

ホールイン
ワンゲーム
ホールインワンで
限定ポッポくんオリジ
ナルタオルをゲット！

時間/13:00～
場所/ポッポ広場特設テント
※参加無料

ポッポくんと
撮影会
時間/14:30～15:00
場所/長門ポッポ前
先着15名のちびっ子に
ポン菓子進呈

ポン菓子
進呈！

先着15名様

機関車運転室内見学
いつもは見ることのできない長門ポッポ
の運転室を見学できます。

時間/14:30～15:30

ポッポの日は
｢木炭の湯｣

西ノ市温泉蛍の湯

西ノ市温泉ではポッポにちなんで｢木炭の
湯｣を実施。

営業時間/10:00～21:00(最終受付20:00)

ポッポグルメが
大集合！

黒をテーマにした

ポッポ
ブラックソフト

喫茶せせらぎ

パン工房月招堂

ポッポブラック
カレー 950円

レストラン万作

通常価格430円
380円

石炭フレンチトースト250円 チョコクリームパン170円

先着10名の
ちびっ子に
ポッポの絵本
プレゼント

毎月第一日曜日は･･･････

竹とんぼの日

ポッポくん
タオル

風が冷たい季節になりましたがここは童心に戻って
お子さんと一緒に竹とんぼを飛ばして寒さなんかぶ
っ飛ばせ！

竹とんぼダーツゲーム

①11:00～②14:30～
場所/ポッポ広場ステージ
※参加無料

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。
※雨天は中止

第74回竹とんぼ
選手権大会

■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※大人もお子様も参加可
■参加費/無料※参加者全員に参加賞有り
※雨天の場合は中止とさせていただきます。

毎月26日は･･･････

風呂の日
まだまだ寒い日が続きます。｢風呂の日｣の変わ

り湯は｢びわの葉の湯｣を用意いたしました。ゆ

っくりと温まって下さい。

2月26日の変わり湯は

ビワの葉の湯

13
【日】

パン工房月招堂

｢のんたぐろ｣ってなんだ？

第3回のんたぐろ祭
のんたぐろ
フェア開催

のんたぐろ
数当てクイズ

のんたぐろ
黒豆茶サービス

のんたぐろ
炒り豆進呈

のんたぐろ箸挟み大会

ホールインワンゲーム
のんたぐろ バレンタイン

制限時間

30秒

特典1:先着30名様に｢のんたぐろ炒り豆｣進呈
特典2:女性の方のみ♥サイコロを振って♥が揃えば

｢ミニブラックソフト｣進呈
■時間/14:30～■場所/ポッポ広場特設テント■参加無料

と と

制限時間30秒の間に箸でどれだけの数の｢のんた
ぐろ｣挟んで隣の皿に移すかを競うゲーム。

■受付/11:00～※定員になり次第受付終了
■定員/20名※お子様から大人まで参加可
■参加費/無料※全員に参加賞あり
■場所/ポッポ広場ステージ
■スタート/13:00～

あなたの骨年齢は何歳ですか？

骨密度無料測定会
26日の風呂の日は明治乳業
さんによる骨密度無料測定
会を実施。徐々に低下して
いく骨の健康をチェックし
て今の骨の状態を確認しま
しょう。

美味しい｢のんたぐろ｣商品
が勢揃い
のんたぐろを使った和菓子やスイー
ツなど道の駅でしか味わえないのん
たぐろ商品が大集合

展示してあるのんたぐろ(黒大豆)の数
を当てて下さい｡ピタリ賞には道の駅
から豪華賞品を進呈。
■場所/物販棟喫茶レジ前

｢喫茶せせらぎ｣にて、ぜん
ざいをご注文の方に「のん
たぐろ黒豆茶｣をサービス

ぜんざい
320円

先着
30名様

｢レストラン万作｣にて先着
30名様にのんたぐろ炒り豆
を進呈。11:00～

のんたぐろとは豊田町
特産の黒大豆の名称。

バレンタインフェア
期間/2月1日(火)～14日(月)

美味しい可愛いチョコがいっぱい！

節分恵方巻フェア
期間/2月3日(木)テイクアウトコーナー

春のリキュールフェア

梅､だいだい､柚子など山口県
産7種類の春かおるリキュール
を取り揃えました。

やまぐち地酒コーナー
2月1日(火)～28日予定

梅香る

のんたぐろ
パフェ
のんたぐろを使ったみのりの
丘のアイスにココアクッキー
やコーヒーゼリーをトッピン
グした可愛いパフェ。

期間/2月1日(火)～28日(月)

350円

2月のスイーツ

2月9日(水)は

ふくの日
ふく(2/9)の日限定

ふく天うどん
500円

黒豆ケーキ
ロール
卵たっぷりの生地に黒
豆を巻き込みのんたぐ
ろをトッピングして焼
き上げました

180円

のんたぐろ祭コラボ企画

2月9日(水)ふくの日限定

ふくコロッケ
バーガー
ふくコロッケに下関カギ
印のとんかつソースとか
らしマヨネーズソース。

300円

バレンタインデー企画

バレンタイン
ビスケット
5個入り
2月10日～14日
チョコ味の可愛いハー
ト型のビスケット

280円
ポッポの日コラボ企画

チョコ
クリームパン
2月6日～28日
濃厚なチョコクリーム
をブラックココアを練
りこんだ生地で包み焼
き上げました

170円

あったか
ビーフシチュー
セット 1180円
寒い日は温かいビーフシチューは
いかがですか。牛肉や地元野菜を
じっくり煮込んだ料理長自慢のビ
ーフシチューです。

ちびっ子のためのちびっ子カレー

チビッコカレー480円
お子様カレー･エビフライ･唐揚げ
ウインナー・ハンバーグ
フライドポテト・デザート

新
登場

ビーフシチュー･サラダ･デザート
パンorライス

10:00～16:00

骨密度無料測定会

明治乳業さんによ
る骨密度無料測定
会を実施。

10:00～16:00

2月6日(日)
ポッポの日は

｢木炭の湯｣

2月
限定

ビワの葉の湯には美肌、美白、疲
労回復に効き目があり殺菌力があ
るため肌のトラブルや皮膚病に効
果があると言われてます。また、
冬の寒い日に摘んだビワの葉は生
命力が旺盛で良いとされています。


