
6月の蛍街道西ノ市 8:30～17:00※時間を短縮して営業 ※但し豊田のホタル祭り6月4日(土)･11日(土)は21:00まで営業時間を延長
ふるさと野菜市・パン工房月招堂･喫茶せせらぎ

6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

6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）

4日(土)･5日(日)･11日(土)･12日(日) 12日(日) 12日(日)･26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)

4日(土)･5日(日)･25日(土)･26日(日)4日(土)･11日(土)･19日(日)･25日(土)

西森（ヤマメの塩焼き）

土日祝 (雨天は中止)

12日(日)･18日(土)･25日(土)

こっとんはうす(雑貨)スピカ（ふくこい餅）

5日(日)･10日(金)･17日(金)･24日(金)

550円
OFF!

かき氷始めました
6月の新作パンのご紹介

レモンクリームパン
180円

塩レモンクロワッサン
150円

ブルーベリーロール
4個入り150円

ハムコーン
140円

ブリオッシュ生地に瀬戸内
産のレモンを使用したレモ
ンクリームを包みレモン風
味のクッキートッピングを
のせ焼き上げました。

レモン風味のクロワッサン
生地瀬戸内産レモンのピー
ルシロップ漬けを入れた餡
とレモン果汁を練りこみ焼
き上げました。

ヨーグルト種とブルーベー
リージャムを練りこんだ生
地にブルーベリージャムを
巻き込み焼き上げた一口サ
イズのパンです。

無添加のしっとりパン生地
にハムを巻き込みコーンを
トッピングしてマヨネーズ
ソースで仕上げました。

●開催日 /2022年6月4日(土)･11日(土)

ホタル祭りの日は21:00まで営業時間を延長いたします
●お土産コーナー ●ふるさと野菜市 ●喫茶せせらぎ ●パン工房月招堂

6
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6月のイベントカレンダー

2 0  2  2   J  U  N   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/

6月の定休日は28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

●レストラン万作の休業日は毎週火･水曜日

豊田町にホタルのシーズン到来！
6月の豊田町はホタルの季節。今年は｢ホタル祭り｣や｢ホタル舟｣も2年ぶりに復活開催！

道の駅も梅雨に負けないようにスカッとする楽しい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。
ホタル祭り6/4(土)･11(土)
物販コーナーは21:00まで営業

6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

5
【日】 ポッポの日 えきフラ＆

6月のポッポの日なぜかアロハ！
19
【日】

26
【日】竹とんぼの日

毎月第3日曜日は｢竹とんぼの日｣

ふろまつり開催
毎月26日は｢風呂の日｣

ポッポグルメが大集合！
黒をテーマにした

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

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)

先着10名の
ちびっ子に
ポッポの絵本
プレゼント

ポッポくん
タオル

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430円 380円

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｣

ポン菓子
進呈！

先着15名様

ポッポで

えきフラ
Mahimahi 
with えむぜっと

フラショー
時間/12:00～12:40
ポッポ広場ステージ

アロハシャツを
着た方には

温泉割引券を進呈

竹とんぼ
ダーツゲーム

第78回竹とんぼ選手権大会

竹とんぼを飛ばして賞品エリアに着地さ
せれば道の駅から豪華賞品を進呈。

①11:00～②14:30～
場所/ポッポ広場ステージ
参加無料※雨天中止

■場所/ポッポ広場ステージ
■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※雨天中止
■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

温泉回数券や温泉グッズが当たる！

ガラポン抽選会
ご入浴された方全員に1回ガラポンチャンス!
入浴回数券や温泉グッズなどが当たります

抽選時間/10:00～17:00
※受付カウンターにて抽選券をお渡しいたします

西ノ市温泉
蛍の湯にて
開 催

薔薇の湯
女性風呂
限定

バラの甘い香りに癒されて

バラの花をプレゼント
※バラがなくなり次第終了いたします

お風呂で健康チェック

血管年齢チェック

ベジチェック

知らないうちに進む動脈硬化｡
あなたの血管年齢をチェックし
て生活習慣病を防ぎましょう
時間/10:00～16:00

｢ベジチェック｣であなたの野菜摂取充
実度を調べます。野菜が足りない人は
すぐにふるさと野菜市へゴー！
時間/10:00～16:00

無料

ホールインワンすれば温泉回数券や
温泉無料券など進呈

時間/10:00スタート
参加無料

朝から
ホールインワン

昼から
ホールインワン
時間/13:00スタート
参加無料

6月の野菜クイズ

梅の重さ当て
クイズ
日時/6月26日(日)8:30～17:00
場所/ふるさと野菜市

麺･つゆフェア
期間/6月1日(水)～ 菊川の糸をはじめ

そうめん蕎麦など
これからの季節に
ぴったりの麺やつ
ゆを集めました

父の日(6/19)にお酒を贈ろう！

父の日フェア
期間/6月1日(水)～19日(日)

6月19日(日)は父の日
です。日頃の感謝を込
めて父の日にお酒を贈
りませんか。道の駅で
は日本酒から焼酎迄プ
レゼントにぴったりの
お酒を取り揃えました

初夏のお酒フェア
期間/6月20日(月)～

初夏にぴったりの爽やかなお酒を
集めました

新
登場

ゆずきち

甘酸っぱさが
たまらない

長門ゆずきちのシロッ
プのシロップとシロッ
プ漬けをトッピング。
そして氷の中には夏み
かんゼリー。500円

●いちご
●いちご練乳
●抹茶
●抹茶練乳
●抹茶金時

・・・・・・・・350円
・・・・・・420円

・・・・・・・・・350円
・・・・・・・420円
・・・・・・・500円

夏の冷たい麺選挙投票結果発表！

海老天ざるそばに決定

4月23日から実施し
た夏の冷たい麺選挙
の結果は僅差で「海
老天ざるそば」に決
まりました。よって
海老天ざるそばが、
6月からの新メニュ
ーになります。

海老天ざるそば 1000円

6月
登場

お客様の声にお応えして
あのソースカツ丼が復活！

ソースカツ丼 1000円
関門ポーク

さっぱりとした特製甘辛ソースで仕
上げた関門ポークのソースカツ丼。

人気のスパゲティが平日も
楽しめるようになりました

6月5日(日)
｢ポッポの日｣は

木炭の湯

木炭で肌にやさしいお湯になり遠赤
外線効果で血行がよくなり体の芯ま
でポカポカに温まります。

6月の｢風呂の日｣はお祭りだ!

ふろまつり開催

ガラポン抽選会

女性風呂限定｢薔薇の湯｣

お風呂で健康チェック

抽選時間/10:00～17:00

入浴された方にバラの花のプレゼント

時間/10:00～16:00※無料

血管年齢チェックとベジチェック

日時/6月26日(日)10:00～

幸ふく(お団子)

4日(土)･11日(土)

懐かしの
ナポリタン

800円
サラダ
スープ付

きのこの
和風
スパゲティ

800円
サラダ
スープ付

女性風呂のみがバラ湯になります｡バラのいい
香りに包まれて湯ったりとお寛ぎください。


