
9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

9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

9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）
17日(土)～25日(日) 11日(日) 11日(日)･25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)

17日(土)～19日(祝)･23日(祝)～25日(日)3日(土)･4日(日)･10日(土)･24日(土)

西森（ヤマメの塩焼き）

土日祝 (雨天は中止)

4日(日)･18日(日)･23日(祝)

こっとんはうす(雑貨)スピカ（アイスクリン他）

2日(金)･4日(日)･9日(金)･19日(祝)
23日(祝)･25日(日)
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9月のイベントカレンダー

2 0  2  2   S  E  P   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/

9月の定休日は27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

今年も美味しい梨の季節がやって来ました！
いよいよ本格的な梨のシーズン到来！道の駅には毎朝、撰果場から美味しい梨が入荷！

8月25日から始まった観光梨狩りも大人気！そしてさらに9月も｢わくわく梨まつり｣で

梨の季節を盛り上げます！

9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

とろろ海老天ざるそば1200円

9月4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。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)

9月は26日(月)は｢風呂の日｣

3日(土)･4日(日)･10日(土)･11日(日)･17日(土)
18日(日)･19日(祝)･24日(土)･25日(日)

f （バナナジュース他）

豊田梨毎朝入荷

南瓜の重さ当て
9月の野菜クイズ

■9月上旬から

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)～

道の駅おすすめ
ゆずきちフロート

炭酸で割ったゆず
きちに柚子ソフト
を浮かべました

¥420

9月の新作パン

黒ゴマバナナ
クリームパン170円

白桃と紅茶の
ケーキパン200円

タンドリーチキン
デニッシュ200円

豆乳バナナクリームを包みバ
ナナ風味の黒ゴマビスケット
かぶせ焼き上げました

4
【日】

19
【祝】

毎月第一
日曜日は ポッポの日

梨狩りは9月25日(日)に終了･･･その前に！

わくわく 梨まつり
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

ポッポの日シリーズ企画Vol.3

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！9月もやります！
梨のイベントがいっぱい！｢わくわく梨まつり｣開催

■9月25日(日)
■場所/ふるさと野菜市
■時間/8:30～17:00

9月で
終了

11
【日】

18
【日】

25
【日】

豊田町観光梨狩りは
9月25日(日)まで

■受付/道の駅情報コーナー
■時間/9:00～16:00

■梨狩り料金
入園料/大人550円 3歳～小学生330円
お持ち帰り(1kg)600円

アコーステックでいこう！

西ノ市LIVE
毎月定期的に開催する「西ノ市LIVE」はアコ
ーステックの魅力をお届けする音楽ライブ。
9月は個性の違う3つのアコーステックライブ
をお楽しみください。

■タイムテーブル
13:00～13:30 清水衛
13:45～14:15 ひじり
14:30～15:00 鴻鵠

清水衛 ひじり 鴻鵠

ハワイの風を感じて･･･

えきフラ

Mahimahi with えむぜっとの二人によ
るフラショー。生歌、生演奏に合わせて
踊るステージはチビッコからご年配の方
まで一緒になって楽しめるショーです。

■時間/13:00～13:40
■場所/ポッポ広場ステージ
■出演/Mahimahi with えむぜっと

Mahimahi

えむぜっと

24 No.1 

ROCK DAY
西ノ市ロックデー

24 No.1ROCK DAY第2弾！さらに熱いバンド
が道の駅に集結！熱いロックを記憶に残せ！

12:00~12:40
THE DRUNKERS

12:55~13:35
Skill not

13:50~14:30
SH-BROTHERS

14:45~15:25
ORANGE SOURCE

15:40~16:20
でぇ吉＆GOLD RUSH

HOTARU

BEER GARDEN

OPEN

ホタル
ビアガーデン

11:00~16:00

●カゴ入り 1080円
●ほたる袋 600円
●お得袋 1000円
●2個入り 400円～

新米と
ご飯のお供
フェア

9月の地酒セレクト

NEW

▲P&A(岡崎酒造)

秋の
地酒入荷

P&A(岡崎酒造)1980円

純米西都の雫(岩崎酒造)

直汲み火入れ1485円

MATSUNAKA(岩崎酒造)

1320円

山猿実り(永山酒造)1815円
西都の雫(岩崎酒造)

ひやおろし1375円

アールグレイの茶葉入り生地
に白桃クリームと白桃ジャム
で仕上げました

ターメリック入りの生地に
タンドリーチキン風味のフ
ィリングを包んで焼き上げ
ました

ポッポブラック
カレーのデザートが
コーヒーゼリーに
変わりました

ポッポの日限定

限定
10食

950円
ミニサラダ･コーヒーゼリー付

檜の湯
変わり湯は

ヒノキの香りにはリラ
ックス効果があります。
ヒノキの香りに包まれ
てお寛ぎ下さい。

りふれ

×
西ノ市温泉
蛍の湯

風呂の日コラボ企画
リラクゼーションサロン｢りふれ」をご利用
の方には・・・・

温泉入浴割引券進呈

豊田町
美味しい
新米

カレーに
ピッタリ!

ロックの日

限定
オープン


