
11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

11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

11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※23日(水)は祝日のため営業そのため21日(月)が休業

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）
12日(土)･13日(日) 13日(日) 13日(日)･27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)

5日(土)･6日(日)･19日(土)･20日(日)
5日(土)･6日(日)･12日(土)･13日(日)

20日(日)･26日(土)･27日(日)

西森（ヤマメの塩焼き）

土日祝 (雨天は中止)

5日(土)･20日(日)･26日(土)

こっとんはうす(雑貨)スピカ（ふくこい餅）

3日(祝)･5日(土)･11日(金)･18日(金)
23日(祝)･25日(金)

11
2022

11月のイベントカレンダー

2 0  2  2   N  O  V   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/

11月の定休日は22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23日(祝)営業そのため21日(月)が休業

わくわく！ドキドキ！無限大!!
おかげさまで道の駅は今年の12月でオープン18周年を迎えることとなりました。これからも皆様にいつま

でも愛されるような道の駅を目指し、スタッフ一同さらなるサービスの向上に努めてまいります。これか

らもどうぞ蛍街道西ノ市をよろしくお願いいたします。

11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

未定
f （バナナジュース他）

12
【土】

13
【日】

27
【日】

●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

11月の野菜クイズ

白菜の重さ当て
11月27日(日)
場所/ふるさと野菜市
時間/8:30～17:00

あったかフェア
11月1日(火)～
からだがポカポカするよ
うな美味しい商品が大集合！

下関おトクーポン
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。

下関おトクーポン･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。

●やまぐちプレミアム食事券
国産黒毛和牛肉を使用

黒毛和牛カルビ定食1380円
国産黒毛和牛のカルビを特製たれに漬け込ん
で焼き上げました。

6
【日】

毎月第一
日曜日は ポッポの日

ホールインワンゲーム
ポッポくんと撮影会

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 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¥430

ポッポくんの
おやつ¥250

ポッポロケット
パン¥150

ポッポブラック
カレー¥950

先着15名のお子様にポン菓子進呈

時間/14:30～15:00

先着10名の
お子様に
ポッポの
絵本を進呈

機関車の
運転室見学

西ノ市温泉蛍の湯

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。

13:00～13:30 清水衛
13:45～14:15 松山彩夏
14:30～15:00 鴻鵠

20
【日】

秋晴れアコースティックライブ

西ノ市LIVE Vol.4

清水衛 松山彩夏 鴻鵠

NISHINOICHI 

ROCK DAY

これが今シーズン最後のロック

VOL.3

11:00～11:40 ダーティーブリーフⅡ
11:50～12:30 THE45
12:40～13:20 杉山瑞紀
13:30～14:10 PKE favorite
14:20～15:00 のりみとなおき
15:10～15:30 でぇ吉&渡邊恒星

オープン18周年
記念感謝祭

【その他のイベントご案内】

th
18th ANNIVARSARY

11月12日(土)･13日(日)

物販コーナー

●梨ワイン1580円⇒1380円

●奥野商店全商品10%OFF

●梨入ポークフランク10%OFF

●梨入ポークソーセージ10％OFF

※セール期間:11/12～11/23迄

喫茶せせらぎ

11月7日(月)～13日(日)

18周年記念限定

ふく天うどん

550円

ふくを使ったこだわりの出
汁にふっくら美味しいふく
天をトッピング。

パン工房月招堂

11月7日(月)～13日(日)

ジビエメンチカツ
バーガー300円

ジビエサンド300円

レストラン万作

11月12日(土)･13日(日)

定食をご注文の方に
デザートをプレゼント

オープン18周年記念感謝祭
ありがとう無限大!感謝の2日間
おかげさまで蛍街道西ノ市は今年で18周年。日頃のご愛顧に
感謝して楽しい企画を用意いたしました。

ガラポン大抽選会
11月12日(土)･13日(日)

賞品総額なんと60万円!

期間中1500円以上お買上(ご利用)
の方に１回ガラポンチャンス。

■抽選会時間/9:00～17:00
■会場/道の駅情報コーナー

4年ぶりの開催！

石見神楽
11月13日(日)
■時間/12:00～13:00
■場所/ステージ
出演/木ノ口神楽社中

石見神楽は島根県は石見地方の伝統
芸能。軽快なお囃子と神話をもとに
した勇壮な舞いをお楽しみ下さい。

11月13日(日)
■整理券配布/9:00～
■紅白餅配布/11:00～
■場所/ポッポ広場

西ノ市温泉蛍の湯

18周年記念タオル進呈

■時間/10:00～■場所/西ノ市温泉
※なくなり終了いたします

産地野菜直売市

豊田町野菜まつり
11月13日(日)

■時間/8:30～12:00
※なくなり次第終了
■場所/ポッポ広場テント

ほたるんと
ジャンケンポン

■時間/14:00～■場所/ポッポ広場ステージ

参加できるのは500円以上のレシートを持
った小学生以下のお子様

11月13日(日)
11月13日(日)

ボートレース
下関がやって来た

■時間/10:00～16:00
■場所/野菜市広場テント

ホールインワンゲーム
●11月12日(土)
①10：00~②13:00~
●11月13日(日)
①13:00~

厳選

秋の日本 祭り

温かさが恋しくなりました

酒 ホット
ゆずきち
11月1日～30日

ぜんざい

280円

11月6日～

350円

秋のパンフェア2022

かぼちゃのクリーム
パン170円

芋クリーム
クロワッサン150円

さつまいも
スティック170円

栗パン180円 栗あんクロワッサン
150円

和梨パイ150円

●下関おトクーポン

ご利用期間/令和4年12月31日(土)迄

新
登場

オープン18周年記念企画

定食を注文された
方にはデザートを
プレゼント※限定30個

11月12日(土)･13日(日)

料理長自慢のコーヒーゼリー

ポッポの日にしか味わえな
い料理長自慢の手作りコー
ヒーゼリー

オープン18周年記念企画

18周年記念タオル
118枚プレゼント
11月13日(日)
当日、ご入浴された方に18周年
記念タオルをプレゼント

※なくなり次第終了

11月26日(土)の
風呂の日は･････

柚子の湯

温泉川柳コンクール第3回

今年で3回目！人気企画｢温泉川柳コンクール｣。｢温泉｣
をテーマに迷川柳をお書きください

応募された方全員に
温泉割引券を進呈!!

応募期間/11月1日(火)～30日(水)

お題は

｢温泉｣

応募された作品は12月から始まる
｢蛍の湯川柳グランプリ｣にエントリ
ーさせていただきます。

※応募はお一人様1回
※複数の応募は無効となります

紅白餅 配布
オープン18周年記念企画

118個

11月12日(土)･13日(日)

杉山瑞紀

柚子の湯は風邪の予防や美肌、
冷え性に効果があります。


