
西ノ市温泉蛍の湯

イベントカレンダー3
2023

日にち 内 容 出 店

1 水 ●ジビエウィーク開始
●レストラン定休日

2 木 ◆たこた

3 金 ◆ふくこい

4 土 ◆ヤマメ ◆KSS企画

5 日
●ポッポの日
●西市分校生ジビエシチュー

◆ヤマメ ◆KSS企画
◆こっとんはうす ◆ｆ

6 月 ●梨の花ウォーク受付開始

7 火 ●レストラン定休日 ◆TWENTY

8 水 ●レストラン定休日

9 木

10 金 ◆ふくこい

11 土 ◆ヤマメ ◆研ぎ心

12 日 ●ジビエウィーク終了
◆ヤマメ◆KSS◆研ぎ心◆ｆ
◆レインボー◆たこた◆幸ふく
◆こっとんはうす◆高橋成依

13 月

14 火 ●レストラン定休日 ◆TWENTY

15 水 ●レストラン定休日

16 木

17 金

18 土 ●ハンドメイドマルシェ
◆ヤマメ ◆ふくこい ◆研ぎ心
◆レインボー ◆ｆ ◆TWENTY
◆たこた ◆花四葉喫茶店

19 日
●ハンドメイドマルシェ
●西ノ市ライブvol.8

◆ヤマメ ◆ふくこい ◆研ぎ心
◆ｆ ◆TWENTY

20 月

21 祝 ◆ｆ

22 水 ●レストラン定休日

23 木

24 金

25 土 ◆ヤマメ ◆KSS企画 ◆研ぎ心

26 日
●風呂の日
桜の湯/回数券でお団子

◆ヤマメ ◆KSS企画 ◆研ぎ心
◆幸ふく ◆ｆ ◆高橋成依

27 月

28 火 全館定休日

29 水 ●レストラン定休日

30 木

31 金 ◆ｆ

◆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 ◆たこた＝たこ焼き
◆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

●しかハンバーグ

●梨と荏胡麻のドレッシング

●あじの浜焼き

●干し葡萄

●天使のチーズケーキ

●長州釜飯鯛めしの素

●長州釜飯のどぐろめしの素

398円→378円

670円→603円

380円→350円

540円→486円

756円→680円

600円→500円

700円→600円

レストラン万作

猪鹿超うま丼 1,100円●桜あんぱん 170円
●抹茶クロワッサン 150円
●桜クロワッサン 150円
●桜ビスケット 5枚入 350円
●ジャムパン 170円→160円

豊田町産のジビエを使った丼ぶり。
猪肉のそぼろと炙った鹿のロース肉、
新鮮野菜と温玉をあっさり和風ソー
スでお召し上がり下さい。

おす
すめ

3/18
～24 春のお彼岸には｢おはぎ｣

3月18日～ 3月24日の期間中､お彼岸
に欠かせない｢おはぎ｣きなこ･あん
こを各160円で販売いたします。ぜ
ひお買い求めください。

■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

桜さくらフェア

桜をイメージしたお菓子などを集めました。
お花見やドライブのお供にいかがでしょうか。

◆タイムテーブル
13:00～13:30 清水衛
13:45～14:15 山本哲也
14:30～15:00 うち＊ふる

清水衛 山本哲也 うち＊ふる

19
（日）

パン工房/喫茶せせらぎ

【日時/3月5日(日) 10時～16時】

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

温泉もグルメも黒色に!?

パン工房月招堂
ポッポくんのおやつ

¥250

西ノ市温泉蛍の湯
竹炭石鹸竹小町
サンプル配布

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

布小物､アクセサリー､ドライフラワーなど県内で活躍中
の人気作家さんの作品が大集合！お子様も楽しめるワー
クショップも開催します♪作家さんなどの詳細はインス
タグラム“@hm_toyota”から確認することが出来ます♪

■会 場/ポッポ広場特設会場
■開 催/3月18日(土)・3月19日(日)※雨天中止
■時 間/10時00分～16時00分
■主 催/蛍街道西ノ市ハンドメイドマルシェ実行委員会

西ノ市ライブvol.8
アコースティックライブ

｢春の下関酒造試飲会｣開催！

3月26日(日)の風呂の日は花見の湯｢桜｣＆｢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！露天風
呂で｢桜｣を楽しんだ後に､美味しいお団子はいか
がでしょうか。※ひとり１枚限り

野菜市前特設テントにて､下関酒造さん
による試飲会を行います！｢海響｣や｢酒
蔵の甘酒｣などがお試しいただけます。
この日だけの特価商品もあります。ぜひ
お立ち寄りください♪

回数券購入でお団子GET！
今年もやります花見の湯｢桜｣！風呂
の日限定で男湯・女湯の露天風呂に
｢桜｣を飾り付けます。春を象徴する
桜の美しい彩りをお楽しみください。

花見の湯｢桜｣

ジビエウィーク開催！
1

（水）

12
（日）

美味しい&お得が盛りだくさん！

ジビエとは野生鳥獣の肉を意味する言葉。イベントを通して豊田町のジビエの
美味しさを皆様に知っていただけたらと思います。

ジビエ商品10％OFF

蛍街道西ノ市

3種のジビエパン

ジビエシチュー試食
■日 時/3月5日(日) 11:00配布開始
■場 所/野菜市前キッチンカー
■先着100食限定※無くなり次第終了

ハンドメイドマルシェ18
（土）

19
（日）

&

【期間/ 3月1日(水)～3月31日(金) 】

■引換場所/道の駅情報コーナー
■引換時間/9:30～15:30
■条 件/1,000円以上のレシート呈示

1,000円以上のお買物で｢しかハンバーグ｣進呈

期間中､物販コーナーでお買い物をされ
た方､各日先着30名様に｢しかハンバー
グ｣を進呈いたします。

通常価格 600円➡

ジビエ丼200円OFF

特別価格 400円

今回はハンドメイドマルシェと同時
開催！ごゆっくりお楽しみください♪

●ジビエピザ 200円
●ジビエドッグ 180円
●ジビエ焼カレーパン 180円

NEW

3/1
から 梨サイダーフロート新発売！

3月1日から｢梨サイダーフロート｣
380円を販売開始！シュワっと｢梨サ
イダー｣に､大人気｢梨ソフトクリー
ム｣をのせた梨づくしのスイーツ。

万作山海御膳
1,380円→1,200円

焼き魚や天ぷら茶碗蒸し､お刺身な
どボリュームたっぷりの大人気御膳。

お得

サバの塩焼き定食
980円→900円

脂の乗ったサバをパリッとふわふわ
に焼いた､定番の定食。

お得

まだまだ気温が低い日もあり
ます。長湯やヒートショック
にお気をつけください。

先着
50名

●ウインナー 359円
●くんせい 486円
●フランクフルト 454円
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