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4月のイベントカレンダー

2 0  2  2   A  P  R   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/

4月の定休日は26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

4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

4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

4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

研ぎ心（刃物研ぎ）

九星気学風水占いレインボー(多肉植物）うつわ村（陶器販売）
29日(祝)･30日(土)予定 10日(日)･29日(祝) 10日(日)･24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)

16日(土)･17日(日)･29日(祝)･30日(土)
2日(土)･3日(日)･9日(土)･17日(日)

23日(土)･30(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

春はドキドキ！わくわくがいっぱい！
4月は出会いの季節！道の駅ではドキドキわくわくする出会いがいっぱい！

温泉、レストラン、お買物に楽しいイベント。きっとあなたにとってステキな

出会いがあるはず････さあ、道の駅でドキドキ！わくわくしましょう！

4月は27日(水)が風呂の日

スピカ（ふくこい餅）
毎週金曜日･16日(土)･24日(日)

4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

3
【日】

29
【祝】

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/14:30～15:00

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

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

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･･･････

ポッポくん
タオル

うららかな春の空の下、童心に戻ってお子さんと一緒
に竹とんぼを飛ばしてみませんか！

10
【日】

17
【日】

毎月第3日曜日は･･･････

竹とんぼの日
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76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。

Smile has come!

4月だ！新メニューだ！

新登場

ポッポくんの
おやつ 250円

きらら牛乳とベルギー
産のチョコで仕上げた
｢ポッポくんのおやつ｣

ロックの日
春のステージは熱く燃える！

多肉植物の日

｢多肉遊び｣開催

4月29日(祝)の道の駅は多肉植物でいっぱい！寄せ植え作品･苗の販売、ワークショップや
吉田玲子先生による多肉植物Q&A教室など実施いたします。

主催/｢れいんぼう｣吉田玲子

可愛い多肉植物が大集合！

■時間/10:00～16:00 ■場所/道の駅ポッポ広場

多肉の寄せ植え
ワークショップ
時間/10:00～随時受付
参加費/1500円

寄せ植え作品
苗の展示販売

体験型 サキュレントプランナー
吉田玲子先生による

多肉植物
Q&A教室

きっとあなた好みの多肉植物が
みつかりますよ

山口カクタス同好会

サボテンの
栽培相談

■お問合せは
090-8605—3561(事務局:藤本)

4月10日、道の駅は熱い｢ロックの日｣。道の駅で
はおなじみの｢でぇ吉830｣とステージ初陣の｢As
higaru｣の熱いステージをお楽しみ下さい。

｢でぇ吉830｣×｢Ashigaru｣ライブ ｢ロックの日｣限定OPEN

ほたるビアガーデン
■営業時間/11:30～14:30 ポッポ広場テント

13:00～14:00 12:00～12:40
でぇ吉830 Ashigaru

飲んで食べて
ロックしようぜ！

ジビエ餃子200円
フライドポテト200円
鶏のから揚げ250円

ホタルビール540円
スーパードライ230円
梨サイダー280円

山口銘菓と
うまいもの
フェア
4月6日(水)～5月8日(日)

山口地酒と
旨いものフェア
4月1日(金)～4月末日

下関初
海の食材専用

日本酒

ALL BLUE

道の駅がセレクト
した山口県内の旨いもの

ゆずきちサンデー
4月1日(金)～28日(木)

¥520

ゆずきちソフトにコーンフレーク、夏みかん
ゼリーにゆずきちシロップ漬けをトッピング

抹茶パンフェア
4月9日(土)～30日(土)

4月の新作
NEW BREAD

抹茶クロワッサン
140円
宇治抹茶を練りこんだ生地に
粒あんと抹茶クリームを包み
焼き上げました

抹茶デニッシュ
170円
抹茶風味の生地に抹茶チョ
コとクリーム巻き込み焼き
上げました

抹茶クリームパン
170円
宇治抹茶を生地に練りこみ
抹茶クリームと抹茶餅を挟
んで焼き上げました

抹茶メロンパン
170円
宇治抹茶入りの生地に宇治抹
茶とホワイトチョキチップを
練りこみました。

アスパラ
ベーコンロール
180円
ベーコン･コーン･卵･アスパ
ラを巻いて焼き上げました

4月は出会いの季節!レストラン万作では新メニューがいっぱい。
どうぞ万作で美味しい出会いをお楽しみください

和風おろし
猪ハンバーグ定食
1000円

菊川 歌野川産
ヤマメ唐揚げ定食
1000円

関門ポーク
豚みそ丼 900円

懐かしの
ナポリタン 800円

きのこの
和風スパゲティ800円

スープ･サラダ付 スープ･サラダ付

土日祝
限定

土日祝
限定

頭からしっぽまで食べれるヤマ
メの唐揚げ。塩とタルタルソー
スでお召し上がり下さい

ふっくら柔らかい猪ハンバーグ
をさっぱりと和風おろしソース
でどうぞ。

関門ポークをじっくりと特製
味噌に漬け込み焼き上げた豚
味噌丼。温泉玉子と一緒に。

昔懐かしい味がするナポリタン。
お好みで粉チーズ、タバスコを
かけてお召し上がり下さい。

きのこたっぷりの和風スパゲテ。
醤油の香ばしさととバターのコ
クが絶妙です。

4月26日(火)が定休日のため

肌年齢と血流チェック

美のプロが無料アドバイス
■時間/10:00～17:00

山口県内を中心に展開して
いる「メディカルサロンKI
REI｣の経験豊かなエステテ
ィシャンがあなたの肌の年
齢チェックや血流健康診断
をいたします。

4月は｢薔薇の湯｣

女性風呂限定
薔薇の甘い香りに
包まれて

4月27日(水)は人気の
｢薔薇の湯｣｡薔薇の甘
い香りに包まれてお
寛ぎ下さい。
但し、女性風呂限定


