
8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

8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

8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31日(水)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）うつわ村（陶器販売）
6日(土)～15日(月) 14日(日) 28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)

11日(祝)～13日(土)･27日(土)･28日(日)6日(土)･7日(日)･13日(土)･27日(土)

西森（ヤマメの塩焼き）

土日祝 (雨天は中止)

11日(祝)･15日(月)･20日(土)･27日(土)

こっとんはうす(雑貨)スピカ（アイスクリン他）
19日(金)･20日(土)･26日(金)･27日(土)

8
2022

8月のイベントカレンダー

2 0  2  2   A  U  G   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/

8月の定休日は23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
※但し31日(水)は営業

8月の豊田町は梨のシーズン到来！
さあ、夏本番！8月はいよいよ梨シーズンの到来！道の駅でも美味しい豊田梨の入荷が

はじまります。また8月25日からは梨狩りもスタート！道の駅は夏の暑さに負けないく

らい熱いイベントがいっぱい用意して皆様のお越しをお待ちして悪露ます。

8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

7
【日】

14
【日】

21
【日】

とろろ海老天ざるそば1200円

8月7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。

28
【日】

大盛/1400円※そばはうどんに変えることもできます

しものせき応援券
やまぐちプレミアム食事券
レストラン万作でご利用下さい。

しものせき応援券･やま
ぐちプレミアム食事券を
ご利用の方はスタッフに
声をおかけください。

●しものせき応援券

●やまぐちプレミアム食事券

期間/7月1日(金)～10月31日(月)

期間/7月1日(金)～9月30日(金)

8月は26日(金)は｢風呂の日｣

せんねん灸無料体験

6日(土)･7日(日)･11日(祝)･12日(金)･14日(日)
21日(日)･27日(土)･28日(日)

f （バナナジュース他）

21
【日】

25
【木】

27
【土】

26
【金】

28
【日】

⇒

毎月第一
日曜日は ポッポの日

竹とんぼ最後の日
この日が最後の竹とんぼの日

いよいよ8月25日(木)から梨狩りスタート

わくわく 梨まつり

Mahimahi with えむぜっとの｢えきフラ｣

フラダンスショー

ほたるかごを作ろう！

夏休みちびっ子ワークショップ

観光梨狩りスタート
ぶち、旨いっちゃ豊田梨 音楽ライブステージ

西ノ市LIVE 蛍街道西ノ市
が大丸にやって来た!

大丸に4階期間限定開店

豊田梨
入 荷

冬瓜の重さ当て
8月の野菜クイズ

8月上旬予定

おすすめフェア

道の駅スタッフ

■期間/8月10日(水)～16日(火)

話題の岩国の特産品

つまんで
ちょんまげ
フェア
期間/8月1日(月)～

●麺とつゆフェア8/1～末日
●ゼリーVSジュースフェア

8/1～末日

夏の地酒まつり
お土産に美味しい地酒

地酒飲み比べセット
限定販売！1330円

●山猿特別純米(永山酒造)
●長門峡純米(岡崎酒造)
●関娘(下関酒造)

赤しそジュース手作り

●水割り
●炭酸割

¥320

8月の新作パン

五穀の
黒カレーパン200円

塩キャラメル
クロワッサン150円

すいかパン170円

五穀入りのカレーを竹炭を練
りこんだ生地で包み焼き上げ
ました

キャラメル風味のデニッシュ
生地にキャラメルフィリング
を巻き込み焼き上げました

チョコチップ入りのスイカ
味の生地にサクサク食感の
生地を重ね焼き上げました

せんねん灸の
｢お灸｣を進呈

※なくなり次第終了いたします

せんねん灸のスタッフが
お灸の使い方やお客様に
合わせたツボのアドバイ
スをいたします。

■時間/10:00～15:00

ホールインワンゲーム

長門鉄道ものがたりスライド上映会

ポッポくんと撮影会
SL101号機運転室見学

真っ黒ポッポグルメが大集合

ホールインワンでポッポグッズをゲット

時間/13:00～※参加無料場所/ポッポ広場

｢長門鉄道ものがたり｣出版記念

時間/12:00～13:00
場所/会議室※無料

解説/長門ポッポを守る会

会長/伊藤修二氏

時間/14:30～15:00 ■ポッポ広場

喫茶せせらぎ パン工房月招堂 パン工房月招堂 レストラン万作

ポッポブラック
ソフト¥380

ポッポくんの
おやつ¥250

五穀の黒カレー
パン¥200

ポッポブラック
カレー¥950

梨の重さ
当てクイズ

梨サイダー
早飲み競争

梨の皮むき
大会

ホールイン
ワンゲーム

3つの梨の重さを予想！

■時間/11:00～12:00
■参加費/無料
■場所/中庭ステージ

■受付/11:00～
■定員/16名
■参加費/無料
■開始/12:30スタート
■場所/中庭ステージ

梨まつり夏の特別企画

■受付/11:00～
■定員/18名
■参加費/無料
■開始/13:30スタート
■場所/中庭ステージ

記録更新か！

■時間/15:00スタート
■参加費/無料
■場所/中庭特設テント

ホールインワンした方
20名様に豊田梨進呈！

狙え！豊田梨！

ピタリ賞には豊田梨3キロ
箱詰めを進呈

豊田梨をもっと知ってもらいたい！味わってもらいたい！今年もやります！
梨のイベントがいっぱい！｢わくわく梨まつり｣開催

限 定
20セット

■期間/8月11日(祝)～14日(日)

山口県内の美味し
い地酒をセレクト
しました。

■期間/8月1日(月)～31日(水)

■8月28日(日)
■場所/ふるさと野菜市
■時間/8:30～17:00

豊田町産
赤しそ使用

ポッポの日
8/7販売開始

■場所/道の駅会議室
■時間/9:30～15:00
■参加費(材料費)500円
※大人の方も参加できます
※約1時間で作れます

■期間/8月25日(木)～9月25日(日)

■受付/道の駅情報コーナー
■時間/9:00～16:00
●入園料/大人550円

3歳～小学生330円
●お持ち帰り(1kg)600円

清水衛ライブショー
■日時/8月27日(土) 13:00～13:30
■場所/ポッポ広場ステージ
■観覧無料

大丸下関店4階プラグスマーケットに再び道
の駅蛍街道西ノ市がやって来ます｡旬の豊田
梨や道の駅でしか買えない商品がいっぱい！

毎月第3日曜日に開催していた

｢竹とんぼの日｣は竹とんぼ選手

権大会終了にともない14日が最

後になります。

竹とんぼダーツ
竹とんぼを飛ばして賞品エリアに
着地させ豪華賞品をゲット!

①11:00～②14:30～
■場所/ポッポ広場
■参加費/無料

第80回竹とんぼ
選手権大会ファイナル

■場所/ポッポ広場
■受付/10:30～
■大会開始/13:00スタート
■参加定員/20名※参加無料

Mahimahi えむぜっと

■場所/ポッポ広場ステージ
■時間/13:00～13:40

当日、アロハシャツを着て
観覧された方には温泉割引券進呈
※お子様にはポン菓子をプレゼント

ホールインワンゲーム
■時間/14:30～■場所/ポッポ広場■参加無料

新
メニュー


