
10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

10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

10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）
1日(土)～10日(祝) 9日(日) 9日(日)･23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)

8日(土)･10日(祝)･22日(土)･23日(日)
1日(土)･8日(土)･9日(日)･10日(祝)･16日(日)

22日(土)･29日(土)･30日(日)

西森（ヤマメの塩焼き）

土日祝 (雨天は中止)

9日(日)･16日(日)･29日(土)

こっとんはうす(雑貨)スピカ（ふくこい餅）

1日(土)･16日(日)･21日(金)･22日(土)
28日(金)･30日(日)

10
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10月のイベントカレンダー

2 0  2  2   O  C  T   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/

10月の定休日は25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

実りの秋!食欲の秋!芸術の秋!道の駅の秋!

秋は実りの秋、食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋といろんな秋がありますが、それ！

全部道の駅にあります！秋の行楽はまずは道の駅からスタートです。

10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

1日(土)･8日(土)･9日(日)･10日(祝)
15日(土)･22日(土)･23日(日)･29日(土)

f （バナナジュース他）

10月の新作パン

1
【土】

長門ポッポ里帰り1周年記念感謝祭

2
【日】

10
【祝】

9
【日】

16
【日】

スポーツの日特別企画

飛ばして!飲んで!転がし!てチャレンジデー

今シーズン最後のえきフラ

あき フラ
アコーステックな秋を満喫

西ノ市LIVE Vol.3

長門ポッポ里帰り
1周年記念セレモニー
■11:00～ポッポ広場ステージ

紅白餅101個配布
■配布時間/12:00～■場所/ステージ
※10:00より紅白餅整理券配布

ポッポくんと一緒に撮影会
■時間/13:00～13:30
■場所/ポッポ広場SL前
※先着10名のちびっ子にポン菓子進呈

ホールインワンゲーム
■時間/14:30～
■場所/ポッポ広場特設テント※参加無料

長門鉄道ものがたり
スライド上映会
■時間/13:00～14:30
■場所/道の駅会議室

長門鉄道資料･写真展同時開催
■時間/9:00～16:00

ポッポグッズや道の駅特産品が当たる!

ポッポガラポン
大抽選会
■11:00～15:00※情報コーナー

ミニ蒸気機関車に乗ろう!
■時間/11:00～15:00■場所/野菜市前広場
■乗車賃/お一人様100円 ※大人も乗れます

紅白餅101個配布
■配布時間/12:00～■場所/ステージ
※10:00より紅白餅整理券配布

長門鉄道ものがたりスライド上映会
■時間/13:00～14:30■場所/道の駅会議室

長門鉄道資料･写真展 同時開催
■時間/9:00～16:00■場所/会議室

音楽戦士ビートの
ステージショー
■時間/14:30～15:30
■場所/ポッポ広場ステージ

長門ポッポ～スライド紙芝居
■時間/11:00～11:30■場所/道の駅会議室

飛 飲 転竹とんぼダーツ
ゲーム

梨サイダーの
早飲み競争

ホールイン
ワンゲーム

あの人気ゲームが復活！

■時間/11:00～■場所/ステージ

竹とんぼを飛ば
して賞品エリア
に着地させたら
その賞品を進呈

早く飲むもよし味わうもよし

■受付/10:30～
■開始/13:00～
■募集定員
大人の部8名
子どもの部8名
■場所/ステージ

ホールインワンで賞品ゲット！
■時間/14:30～■場所/特設テント

Mahimahi with えむぜっと

■時間/13:00～13:40 ■場所/ステージ
■出演/Mahimahi with えむぜっと

Mahimahi 清水衛えむぜっと 村岡ひでのり よりこと社長

13:00～13:30 清水衛
13:45～14:15 村岡ひでのり
14:30～15:00 よりこと社長

10月1日は｢日本酒の日｣
限定

20セット

下関酒造
3種飲み比べセット
1650円

10月1日(土)･2日(日)

海響純米大吟醸/関娘本醸造/海響大吟醸

厳選秋の地酒まつり
●岩崎酒造/長陽福娘ひやおろし1480円
●岡崎酒造/長門峡ひやおろし1465円
●山縣本店/純米毛利公ひやおろし1320円
●永山酒造/晋作1760円

10月の野菜クイズ

10月26日(水)⇒31日(月)

道の駅●
ハロウィン

de ●西ノ市温泉蛍の湯 ●物販コーナー ●パン工房月招堂 ●レストラン万作 ●ゲームイベント
ジャンボかぼちゃの
重さ当てクイズ

仮装で温泉割引

10月26日(水)～30日(日)

10月30日(日)

展示してあるジ
ャンボかぼちゃ
の重さを当てた
ら温泉回数券を
進呈

仮装して来店されたお客様は
温泉が割引料金で楽しめます

ちびっ子は
無料だよ

物販コーナーでお
買上の小学生以下
のお子様にハロウ
ィンお菓子進呈

※なくなり次第終了

ハロウィンお菓子
プレゼント

10月29日(土)･30日(日)

小学生以下のお子様に ハロウィンビスケット

5枚入り350円
10月26日(水)～31日(月) お子様メニューご注文のちびっ子に

ハロウィンお菓子を進呈

ハロウィンお菓子プレゼント

10月30日(日)

※なくなり次第終了

チビッコカレー480円 お子様うどん200円

ハロウィンde
ホールインワンゲーム
10月30日(日)
13:00～
ポッポ広場

先着30名のちびっ子に
ハロウィンお菓子をプ
レゼント

大人670円⇒510円

銀杏の数当て
10月23日(日)
場所/ふるさと野菜市
時間/8:30～17:00

秋の実りフェア
10月1日(土)～31日(月)
栗やサツマイモなどを使っ
た秋のお菓子、和菓子を取
り揃えました。

ポッポパフェ
420円

コーヒーゼリーに
チョコフレーク、
ホイップクリーム
を挟んでみのりの
丘のチョコアイス
とチョコビスケッ
トをトッピングし
たポッポにこだわ
ったパフェ。

10/1
～31

ポッポ里帰り1周年企画/10月1日(土)～10日(祝)

チョコメロンパン
200円

ボロネーゼチーズパン
180円

ポッポピザ
200円

ポッポウインナー
ロール160円

ポッポハムコーン
160円

栗パン 180円 栗あんクロワッサン150円 和梨のパイ150円 ハロウィンビスケット
5枚入り350円

10/26
～31

ハロウィン企画

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)～12月31日(土)

12月31日(土)迄延長!

お子様メニューを
ご注文のお子様に
ハロウィンお菓子を
プレゼント！
10月29日(土)･30日(日)

●チビッコカレー480円
●お子様うどん200円

豊田町ジビエちょ～旨丼！

猪鹿超うま丼 1000円
柔らかな鹿のロース肉と猪そぼろ

木炭の湯

長門ポッポ里帰り
1周年記念感謝祭

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。

10月2日(日)

10月26日(水)は

風呂の日
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KIREI｣のエステティシ
ャンが肌の年齢チェック
や血流健康診断をいたし
ます。

ハロウィン週間
ジャンボかぼちゃ
重さ当てクイズ

展示してあるジャンボかぼちゃの重さを
ピタリ当てた方には温泉入浴回数券(336
0円)を進呈

ハロウィンがいっぱい！

10月26日(水)～30日(日)

仮装で温泉割引！
10月30日(日)

大人670円⇒510円
小学生以下のお子様は無料

当日仮装･コスプレされた方は温泉入浴を
割引にさせていただきます。

豊田町
新名物


