
西ノ市温泉蛍の湯

イベントカレンダー2
2023

日にち 内 容 出 店

1 水 ●レストラン定休日 ◆ｆ

2 木 ◆ｆ

3 金 ●雛かざり展 2/13まで

4 土 ◆ヤマメ ◆KSS企画 ◆ｆ

5 日 ●ポッポの日
◆ヤマメ ◆KSS企画
◆こっとんはうす

6 月

7 火 ●レストラン定休日 ◆ｆ ◆TWENTY

8 水 ●レストラン定休日 ◆ｆ

9 木 ◆ｆ

10 金

11 祝 ◆ヤマメ ◆KSS企画 ◆研ぎ心

12 日 ●第4回のんたぐろ祭
◆ヤマメ ◆KSS企画 ◆研ぎ心
◆ふくこい ◆こっとんはうす
◆レインボー ◆高橋成依

13 月 ●雛かざり展 最終日

14 火 ●レストラン定休日 ◆ｆ ◆TWENTY

15 水 ●レストラン定休日 ◆ｆ

16 木 ◆ｆ

17 金 ◆ふくこい

18 土 ◆ヤマメ ◆ｆ ◆研ぎ心

19 日 ●西ノ市ライブvol.7
◆ヤマメ ◆KSS企画 ◆研ぎ心
◆ふくこい ◆こっとんはうす

20 月

21 火 ●レストラン定休日 ◆TWENTY

22 水 ●レストラン定休日

23 祝 ◆ふくこい ◆うつわ村

24 金 ◆うつわ村

25 土
◆ヤマメ ◆KSS企画 ◆研ぎ心
◆ｆ ◆TWENTY ◆うつわ村

26 日
●風呂の日
花桃の湯/回数券でお団子

◆ヤマメ ◆KSS企画 ◆研ぎ心
◆ふくこい ◆ｆ ◆うつわ村
◆こっとんはうす ◆幸ふく
◆高橋成依

27 月 ●プレゼントCP最終日

28 火 全館定休日

◆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 ◆幸ふく＝お団子
◆TWENTY＝ハンバーガー･スイーツ ◆研ぎ心＝刃物研ぎ
◆れいんぼう＝多肉植物 ◆うつわ村＝陶器市 ◆高橋成依＝九星気学風水占い

〒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

※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
●小野茶ういろう
●山口らーめん
●鯨大和煮
●燻さきいか
●山口天使のショコラケーキ

540円→486円
216円→200円
540円→486円
400円→370円
378円→340円2月1日(水)ｰ2月28日(火)

レストラン万作

豊田わかさぎ御膳 1,480円●黒豆きなこロール 200円
●チョコスティックパン 170円
●ハートのビスケット 350円
●メロンパン 170円→160円

今シーズンも大好評を得た｢豊田わ
かさぎ御膳｣の提供も今月末まで！
豊田の冬の味覚をぜひご賞味くださ
い。

2/27
まで

NEW

2月
限定 のんたぐろ黒豆茶サービス！

2月限定で｢ぜんざい｣350円をご注
文のお客様に､温かい｢のんたぐろ黒
豆茶｣をサービスいたします。ぜん
ざいとの相性ばっちりです！

■引換券配布時間/10:00～15:00
■回数券価格/3,360円･3,060円
■回数券販売場所/蛍の湯受付
■お団子引換時間/10:00～16:00
■幸ふく出店場所/野菜市前テント

人気メニューがお買得に！2/2
～27

●ネギトロ丼セット 1,200円→1,050円
●万作山海御膳 1,380円→1,200円
※土日祝日のみ､20食限定

節分といえば恵方巻！
今年の方角は｢南南東｣！2月3日の節分の
日限定で｢お食事処たお｣｢勢戸商店｣の特
製恵方巻を数量限定にて販売いたします。
無くなり次第終了なのでお早めに！

◆タイムテーブル
13:00～13:30 清水衛
13:45～14:15 Bob.oh!
14:30～15:00 よりこと社長

with マッド新

清水衛 Bob.oh! よりこと社長
with マッド新

19
（日）

パン工房/喫茶せせらぎ

【期間/ 2月1日(水)～2月27日(月) 】

12
（日） のんたぐろ祭開催

第4回
のんたぐろってなんだ？

｢のんたぐろ｣とは山口県のオリジナル黒大豆のこと。現在は豊田町だけでしか
栽培されていない｢のんたぐろ｣の魅力、美味しさをより皆様に知っていただけ
たらと思います。グルメやイベントをお楽しみください。

2月11日(祝)ｰ2月17日(金)
のんたぐろ箸つかみゲーム

制限時間30秒の間に箸でつかんだ｢のんたぐろ｣を隣のお皿に移す
ゲームです。移した数により景品を進呈いたします。

のんたぐろフェア

■会 場/野菜市特設コーナー
■期 間/2月1日(水)～27日(月)

■時 間/11:00～11:30
■会 場/ポッポ広場ステージ
※要当日のお買物レシート呈示

数当てクイズ
■会 場/野菜市特設コーナー
■期 間/2月12日(日)～19日(日)
■景 品/のんたぐろ商品詰合せ

●９個以下･･･のんたぐろラングドシャ1個
●10個～11個･･･ふくこい餅(きな粉味)
●12個以上･･･げんこつ(きな粉味）

5
（日） ポッポの日毎月第一

日曜日は

● 13:00 竹とんぼダーツ
● 14:30 ポッポくんと撮影会

機関車の運転室見学
● 14:45 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

定食注文でサービス

先着
30名

3
（金）

豊田町の雑貨店｢ふくろうの森｣店主吉本さん所有の雛人形や手作り雛を展
示。着物姿で来場の方には嬉しい特典も！ぜひお立ち寄りください♪

雛かざり展

■会 場/道の駅蛍街道西ノ市会議室
■期 間/2月3日(金)～2月13日(月)
■時 間/10時00分～16時00分

～春の特別企画～13
（月）

西ノ市ライブvol.7
アコースティックライブ

梅香る春のリキュールフェア

豪華景品が当たる!!プレゼントキャンペーン

上記期間中800円以上ご利用の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。

【期間/1月21日(土)～2月27日(月) 】

金賞/ホテルペア宿泊券 銀賞/旅行券 銅賞/道の駅商品券 トラベル賞/バスツアーご招待

2月26日(日)の風呂の日は花見の湯｢桃｣＆｢お団子｣

温泉入浴回数券を購入された方､先着30名様に｢お
菓子工房幸ふく｣のお団子引換券を進呈！｢花桃
の湯｣で春の訪れを感じた後に､美味しいお団子は
いかがでしょうか。※ひとり１枚限り

梅やだいだい､柚子などを使った山口県
内酒蔵のリキュールを各種取り揃えまし
た。ついつい飲みすぎてしまいそうな美
味しいお酒ばかりとなっております。

【期間/2月1日(水)～2月14日(火) 】

バレンタインフェア

スタッフ厳選のチョコ商品を取り揃えました。年に一度の
バレンタインデー､大切な方へのプレゼントにどうぞ！

新発売クリーミーはちみつ
はちみつ工房の新商品が発売中！専用の機械で撹
拌することで寒い時期でも固まりにくい蜂蜜です。
２層に分かれたグラデーションが目印の､ふわふ
わ滑らか食感の蜂蜜をぜひお試しください！

回数券購入でお団子GET！
桃の節句にちなみ、風呂の日限定で女性の露天
風呂に｢花桃｣を飾り付けます。華やかな花桃の
彩りを湯ったりとお楽しみください。

女湯限定花見の湯｢桃｣

物販棟にて販売している「MISAKO」のシャン
プーを風呂の日限定で設置します。さっぱりと
した洗い上がりぜひお試しください！

人気シャンプー特別設置

のんたぐろ祭当日にはお買得商品も！
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