
豪華景品が当たる!!
プレゼントキャンペーン

大根

西ノ市温泉蛍の湯

イベントカレンダー1
2023

日にち 内 容 出 店

1 祝
●新春書初め大会
●ぜんざいサービス

◆研ぎ心

2 祝
●新春書初め大会
●ぜんざいサービス

◆ヤマメ ◆研ぎ心

3 火
●新春ガラポン抽選会
●ジャンボ鏡餅
重さ当てクイズ終了

◆ヤマメ ◆こっとんはうす

4 水 ●ジャンボ鏡餅のおすそ分け ◆ヤマメ

5 木

6 金

7 土 ●20歳温泉入浴無料
◆ヤマメ ◆KSS企画
◆ｆ ◆研ぎ心

8 日
●20歳温泉入浴無料
●書初めグランプリ
投票開始 1/29まで

◆ヤマメ◆KSS企画◆ふくこい
◆ｆ ◆研ぎ心 ◆レインボー
◆高橋成依 ◆うつわ村

9 月 ●20歳温泉入浴無料
◆ヤマメ ◆KSS企画
◆ｆ ◆研ぎ心 ◆うつわ村

10 火 ●レストラン定休日

11 水 ●レストラン定休日

12 木 ●豊田わかさぎ御膳スタート

13 金 ◆ふくこい

14 土 ◆KSS企画 ◆ｆ

15 日 ●西ノ市ライブvol.6
◆KSS企画 ◆ふくこい
◆こっとんはうす

16 月

17 火 ●レストラン定休日 ◆ｆ

18 水 ●レストラン定休日 ◆ｆ

19 木 ◆ｆ

20 金 ◆ふくこい

21 土 ◆ヤマメ ◆ｆ

22 日 ●大根の重さ当てクイズ
◆ヤマメ ◆KSS企画
◆ｆ ◆高橋成依

23 月 ◆ｆ

24 火 全館定休日

25 水 ●レストラン定休日 ◆ｆ

26 木 ●風呂の日 ◆ｆ

27 金

28 土
◆ヤマメ ◆KSS企画
◆ふくこい ◆ｆ

29 日
●書初めグランプリ
投票終了

◆ヤマメ◆KSS企画◆ふくこい
◆ｆ ◆こっとんはうす

30 月

31 火 ●レストラン定休日

◆ヤマメ＝ヤマメの塩焼き ◆KSS企画＝大判焼き ◆ふくこい＝ふくこい餅
◆ｆ＝手作りジュース ◆こっとんはうす＝手作り布雑貨 ◆研ぎ心＝刃物研ぎ
◆れいんぼう＝多肉植物 ◆うつわ村＝陶器販売 ◆高橋成依＝九星気学風水占い

2023年のスタートは
道の駅蛍街道西ノ市から！

〒750-0441 下関市豊田町大字中村876-4
TEL：083-767-0241
WEB：https://www.toyota-hotaru.com/

豊田町
道の駅蛍街道西ノ市

1
（元日）

※都合によりイベント･出店内容が中止･変更となる場合がございます。

物販/ふるさと野菜市
8:30～17:00

西ノ市温泉蛍の湯
10:00～21:00
(最終受付/20:00)

レストラン万作
11:00～15:30
(最終受付/15:00)

喫茶せせらぎ(軽食)
10:00～15:00(土日祝/16:00)

物販コーナー/野菜市

今月の奉仕品
●ふくパイ
●梨のグラッセ
●黒胡麻ごぼう
●天然すじ青のり
●いか昆布
●わさびポン酢

745円→671円
540円→486円
540円→486円
430円→400円
380円→350円
540円→486円

17

4
（水）

1月1日(元日)ｰ1月2日(祝)

ぜんざいサービス

1月1日(元日)ｰ1月2日(祝)

道の駅でお買物､温泉､お食事を利
用された方にぜんざいサービス！
1日約150杯ですのでお早めに！

■場所/野菜市前キッチンカー
■時間/12:00～無くなり次第終了

新春ガラポン抽選会

■場所/情報コーナー特設会場
■時間/9:00～17:00無くなり次第終了
■当日のレシートまたは補助券2枚が必要

1月3日(火)

今年最初の運試し!お買上げ､ご利
用1,000円毎に１回ガラポンに挑
戦できます｡1等は商品券1万円分

ジャンボ鏡餅の
おすそ分け

■場所/ポッポ広場ステージ
■時間/12:00～無くなり次第終了

1月4日(水)

展示していたジャンボ鏡餅を鏡開
きし､無料で皆様におすそ分け！

ジャンボ鏡餅
重さ当てクイズ

■場所/物販棟喫茶側レジ前

1月1日(元日)ｰ1月3日(火)

ピタリ賞またはニアピンの方には
道の駅商品券3,000円分を進呈！

新春書初め大会
あなたの夢や抱負などを自由にお
書きください。作品は書初めグラ
ンプリにエントリーされます。

■場所/会議室 ※参加無料
■時間/10:00～15:00

1
（日） 毎月第１日曜日は｢ポッポの日｣

今月はポッポくんがお正月休みのため､屋外イベントはお休み
します。ポッポの日限定のグルメや温泉をお楽しみください♪

道の駅の福袋

●1,000円福袋…50個限定(5分の1で商品券500円入)
●2,000円福袋…50個限定(5分の1で商品券1000円入)

【1月1日(元日)～ 1月3日(火) 】
今年は中身がさらにがパワーアップ!!5分の1の確率
で道の駅商品券やお年玉商品が入っているかも!?

数量
限定

祝20歳!!おめでとうキャンペーン

上記期間中は混雑が予測される為､再入浴を中止させて
頂きます｡ご迷惑をお掛け致しますがご了承ください。

お正月再入浴中止のお知らせ
【再入浴中止期間/1月1日(元日)～1月4日(水)】

レストラン万作

豊田わかさぎ御膳 1,480円●苺のブリオッシュ 220円
●パイシュー 160円
●ビーフシチューパイ 170円
●チーズケーキパン 220円

豊田の冬の味覚｢わかさぎ｣の天ぷら
をメインに据えた御膳が新登場。旬
の味覚､ぜひご賞味ください。

下関市内在住の今年度20歳を迎えられる方
(2002年4月2日～2003年4月1日生まれの方)
は下記の期間､温泉入浴料が無料に！

20歳のお客様は入浴料無料！

1/12
から

NEW

1/4
から とり天うどん 580円

うどんメニューに仲間入り！ふんわ
り美味しいとり天が３個もトッピン
グされた､特製のうどんです。

■期間/1月7日(土)～1月9日(祝)
■受付時に身分証明書の呈示が必要です。

1月26日(木)の風呂の日は

専門スタッフがお客様の体質に合わせた
お灸の使い方や、ツボのアドバイスをい
たします。お気軽にお立ち寄りください。

「せんねん灸無料お灸体験」

■場所/蛍の湯受付ホール ■時間/10:00～15:00

人気メニューがお買得に！1/12
～30

先着100名様に入浴回数券や､入浴無料券が当たる
お年玉付ティッシュを配布！ぜひ初湯は蛍の湯へ！

お年玉付きティッシュ

■時間/10:00～ ■先着100名様 ※無くなり次第終了

●サバの味噌煮定食 980円→900円
●ソースカツ丼セット 1,300円→1,150円

今月の野菜の

重さ当てクイズは
■日時/1月22日(日)8:30～ ■場所/野菜市

山猿｢恋の予感｣1月中旬入荷予定！
山口県産米｢恋の予感｣で醸した日本酒､｢純米酒山猿恋の予感｣
を数量限定で入荷いたします！飯米ならではの甘めの仕上がり
になっているのでバレンタインの贈り物におすすめです♪

ポッポの日限定サービスも！

レストラン万作
定食注文の方に
コーヒーゼリー進呈

露天風呂が木炭の湯に！

木炭の持つ遠赤外線効果によ
り血行がよくなり、体の芯か
らポカポカに温まります。

先着
30名

新年あけまして
おめでとうございます。

本年も蛍街道西ノ市を
よろしくお願いいたします。

西ノ市ライブ vol.６

■13:00～13:30 清水衛
■13:45～14:15 軍曹
■14:30～15:00 鴻鵠

今月も素敵な３組のアーティストによるアコースティックライブを開
催いたします♪寒空の下ですが､ぜひごゆっくりとご鑑賞ください。

清水衛 軍曹 鴻鵠

15
（日）

12/31･1/1はお休み

パン工房/喫茶せせらぎ

12/31･1/1はお休み

【期間/1月21日(土)～2月28日(火) 】
上記期間中800円以上お買上げされたお客様へ応募用紙を
進呈。必要事項を記入の上応募して頂くことで､抽選にてホ
テル宿泊券や旅行券、バスツアーなどが当たります。

物販コーナー
スタウトビール
¥540➡¥513


	スライド 1

