
イベントカレンダー12
2022

日にち 内 容 出 店

1 木

2 金 ◆スピカ

3 土
●温泉川柳グランプリ
投票開始 12/30まで

◆西森 ◆KSS企画
◆スピカ ◆うつわ村

4 日 ●ポッポの日
◆西森 ◆KSS企画
◆うつわ村

5 月 ◆ｆ

6 火 ●レストラン定休日 ◆ｆ

7 水 ●レストラン定休日

8 木

9 金 ◆スピカ

10 土 ◆西森 ◆KSS企画 ◆ｆ

11 日 ●わくわく誕生祭
◆高橋成依 ◆西森 ◆KSS企画
◆スピカ ◆ｆ ◆こっとんはうす
◆れいんぼう

12 月 ◆ｆ

13 火 ●レストラン定休日 ◆ｆ

14 水 ●レストラン定休日

15 木

16 金 ●水引ワークショップ ◆スピカ

17 土 ●水引ワークショップ ◆西森 ◆ｆ ◆研ぎ心

18 日
◆西森 ◆こっとんはうす
◆スタジオセンス

19 月

20 火 全館定休日

21 水 ●レストラン定休日 ◆ｆ

22 木 ◆ｆ

23 金

24 土 ◆西森 ◆KSS企画 ◆研ぎ心

25 日
◆高橋成依 ◆西森 ◆KSS企画
◆スピカ ◆研ぎ心

26 月 ●風呂の日

27 火 ●ふくのひれ酒販売会
●レストラン定休日

◆ｆ

28 水 ●ふくのひれ酒販売会
●レストラン定休日

◆ｆ

29 木 ◆ｆ ◆こっとんはうす

30 金
●川柳グランプリ投票終了
●ジャンボ鏡餅
重さ当てクイズ 1/3まで

◆ｆ

31 土

◆西森＝ヤマメの塩焼き ◆KSS企画＝大判焼き ◆スピカ＝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
◆スタジオセンス＝ペレットストーブ

4
（日）

わくわく誕生祭

2004年12月にオープンをした｢道の駅蛍街道西ノ市｣は今月で18歳！11月に行っ
た18周年記念感謝祭に引き続き、わくわく誕生祭でも様々な催しを行います♪

12月で道の駅は満18歳！

ポッポの日毎月第一
日曜日は

● 13:00～ホールインワンゲーム
● 14:30～ポッポくんと撮影会

機関車の運転室見学
● 14:45頃撮影&見学終了予定

ポッポの日限定グルメが大集合！

パン工房月招堂
ポッポくんのおやつ

¥250

物販コーナー
ぶどうジャム
¥550➡¥500

レストラン万作
コーヒーゼリー

先着30名にサービス

露天風呂が木炭の湯に！

遠赤外線効果により血行がよくな
り体の芯がポカポカに温まります。

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

16
（金）

素敵な置きいぐさに水引を
使いお正月装飾をします。
練習&柄変更も可能で初め
ての方におすすめのワーク
ショップです。畳グッズや
しめ縄飾りなども販売予定。

17
（土）

梅結びで
お正月用アレンジ

水引ワークショップ
＆雑貨販売

開講日/12月16日(金)～17日(土) 場所/会議室
時間/①10:00~12:00②13:00~15:00
講師/atelier149 中村 提供/なかむら畳店
参加費/2500円
参加特典/和柄髪留め･縁コースター

蛍の湯入浴割引券

●ご予約･お問合せ（中村）
TEL/070-5416-4412
MAIL/yumegokochi@way.ocn.ne.jp

事前予約制

豊田町
道の駅蛍街道西ノ市

11
（日）

西ノ市ライブ vol.５

■13:00～13:30 清水衛
■13:45～14:15 友田あつし
■14:30～15:00 お抹茶

素敵なアーティストのアコースティックライブをお楽しみください♪

※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)

ミニお菓子抽選会
■時 間/9:00～無くなり次第終了
■会 場/野菜市前特設テント
■条 件/当日1,000円以上のレシート

万作山海御膳
通常価格 1,380円➡

特別価格 1,000円

健康チェック
■時 間/10:00～16:00
■会 場/蛍の湯受付ホール
■参加料/無料

入浴割引クーポン
■クーポン配信日/12月10日㈪
■利用期間/12月11日㈰～18日㈰
■LINE ID/@hotaru_nishinoichi

物販コーナー/野菜市

西ノ市温泉蛍の湯 パン工房/喫茶せせらぎ

第３回温泉川柳グランプリ

11月の温泉川柳コンクールに応募された作
品の中からお気に入りの作品を１つ選び投
票してください。見事投票した作品がグラ
ンプリに選ばれたら、抽選にて温泉入浴無
料券を進呈いたします。

【投票期間/12月3日(土)～30日(金)】

26日(月)の風呂の日は

冬の新作パン登場！

年末年始は混雑が予測されるため、上記の期間中、
再入浴を中止させて頂きます。大変ご不便ご迷惑を
お掛け致しますがご了承ください。

年末年始再入浴中止のお知らせ
【中止期間/2022年12月27日(火)～2023年1月4日(水)】

レストラン万作

ビーフシチュー 1,280円

おすすめお土産フェア今月の奉仕品
●国内産丹波黒黒豆
●国内産丹波黒黒豆(Ｌ)
●金城寺焼肉のタレ
●金城寺焼肉の塩タレ
●山口とらふぐせんべい
●わさびしぐれ

350円→300円
820円→770円
432円→389円
410円→369円
648円→583円
648円→583円

お正月の準備は道の駅で！

●けずりかまぼこ●ゆずきちラングドシャ
●はちみつ●ゆず茶●松陰先生の学び餅

【12月25日(日)～】
帰省や旅行のお土産におすすめしたい商
品を道の駅スタッフが厳選しました！

道の駅の福袋

●1,000円
●2,000円

1月1日～
数量限定

●コロネ 180円
●トマトクロワッサン 180円
●焼きカレーパン 170円
●クリスマスビスケット 350円

ホロホロのお肉と、豊田町産野菜を
使用した料理長のビーフシチューで
す。ぜひお召し上がりください。

瓦そば 1,100円
下関名物の瓦そば。熱々の瓦に乗っ
た茶そばを、お好みの具材と合わせ
つゆにつけお召し上がりください。

12/25
限定

クリスマスお菓子進呈！
クリスマスにちなみ、お子様メニューを注文
されたちびっ子にはお菓子をプレゼント！

お正月に欠かせない商品を各種取り揃えました。

●重ね餅
●しめ縄飾り
●生そば
●丹波黒黒豆

今年の福袋もぶちお得！
数量限定なのでお早めに！

清水衛 友田あつし お抹茶

➊10:30～❷17:00～の２回､貼るだけで温
熱効果を得られる｢せんねん灸｣と､湯上り
に大人気｢果実酢ドリンク｣のサンプル･試
飲配布を行います。 ※数量限定

せんねん灸＆果実酢ドリンク
無料サンプル･試飲配布

冬のワインフェア

●Asagi ●長州ファイブ白
●マスカットベリーＡ

【12月1日(木)～25日(日)】
イベントごとの多い12月。おすすめのワ
インとおつまみを担当者が厳選しました。

500円～
600円～
648円～
330円～

ふくのひれ酒
試飲販売会

【12月28日(水)・29日(木)】
しらたき酒造による｢ふくのひ
れ酒｣販売会を行います。購入
された方には嬉しい特典も！

NEW

NEW

NEW

お餅の
予約受付中

【12月30日(金)～1月3日(水)】

ジャンボ鏡餅
重さ当てクイズ

ジャンボ鏡餅
おすそわけ

みんなで重さを予想しよう！

物販棟にジャンボ鏡餅を展示。
見事重さを的中させた方には
道の駅から素敵なプレゼント！

1月4日(木)に
鏡開き予定！


