主催／特定非営利活動法人 今治シビックプライドセンター
後援／今治市

HARBARY MARKET

2018

12/2 日
AM10:00~PM4:00

みなと交流センター・はーばりー

マイクロドローン飛行体験

TinyWhoopFPVゴーグル体験
会場：みなとホール
講師：清水教義・煌世

デモンストレーション

(TinyWhoopFPVゴーグル体験)

❶11:00〜11:30
❷13:00〜13:30
❸14:00〜14:30

2 0 1 8

会

場

はーばりー

時

間

11:00〜13:00

DJ
A-NARI・HATSUNE・Lemon Sour
DANCE
SHIMANAMI・∞ BARRY
LIVE
THREEDAM・Maa lion・M2・AIKR-U
BAND
CASINO QASINO

スケートボードスクール
主催：今治スケートボード協会

オカリナ HIRO どんと フェゴバリーノ KoKo
瀧川倫太 田村一壽 歌謡ロック喫茶+水晶刀 ショージ
ヤッチン Bekka ももか あべまい 新町ダブリンズ
ハタスケ 松本登 わたべとよひこ TACASHI
出演者

会

TinyWhoopFPVゴーグル体験 2分 無料
アメリカで生まれた「Tiny Whoop（タイニーフープ）」
トイドローンにカメラとVTX（映像の送信機）を搭載し、
レーシングドローンのようにFPV（一人称視点）で飛ばせる
ようにしたのが始まり。このFPVの世界を体験出来ます。

^ywb
WErb

主催：港今治復興社（ミナト・ルネッサンス）

中ムラサトコ

（音楽）

TomTom

（漂着物造形・DJ）

海から流れ着いた不思議な漂着物を使って、
ヘンテコで楽しいコスチュームを作って踊りまくろう！

TomTomのイカしたDJでヘンテコディスコモーニングフィーバーだ!!!!!!!!!!!

会場：今治ホホホ座（広小路パーキング1F）

愛媛県今治市共栄町1-3-3
時間：10:30〜12:00（WS終了後のフリータイム含む）
料金：1500円（保護者と子ども2名）

申込：090-8479-0140（ホホホ座・豊島）
※定員に達し次第で締切となります。

駐車場

みなと交流センター

今治港

無料駐車場

大型フェリー乗り場

はーばりー

今治城
母恵夢

ローソン
ファミリー
市役所
マート

場 はーばりー、
Cafe warm 魚夢、本町1丁目商店街、

ほんからどんどん、銀座観音

ナビゲーター

銀座商店街

ミナトいまばり音楽横丁

手のひらサイズのドローンを飛ばしてみよう!!高度維持付なので
小さなお子さんでも簡単に飛ばせます。

広小路

東京オリンピックの正式種目に決定した
スケートボード。
基礎から丁寧にお教えします。
時間：12：00〜 場所：マリン広場横

マイクロドローン飛行体験 3分 100円

伊予銀行

GS
JR 今治駅

今治国際
ホテル

2018

12/2 日

マチナカ体験型プログラム

今治銀座商店街
& はーばりー

和菓子づくり体験

下駄づくり体験

ムロヤ菓舗

ハーバリウム体験ワークショップ

くつ家ともだ

ﬂower jewel

料金

15,000円

料金

定員：50名

料金

（18,000円で販売
している下駄を
作ります）

500円

1,200円

卓越した技による美しい和菓子は、
季節ごとの花や自然を
取り入れており、
見た目だけでなくその味も甘味を抑えた
逸品です。

オリジナルの下駄を作れます。
約30種類の鼻緒と
10種類の前つぼの組み合わせから、
オリジナル鼻緒を
選ぶ下駄を組み立てていきます。

講師：ﬂower jewel 大西かおり
ハーバリウムとは“植物標本”という意味。
ボトルを光に
かざした時の美しさは眺めているうちに気分がリラックスします。

時間：10:00〜15:00／場所：ほんからどんどん

時間：10:00〜17:00／場所：くつ家ともだ

時間：10:00〜15:00／場所：はーばりーマーケット内

化粧水づくり体験

親子パン教室

寺尾薬局

要エントリー

バイカルベーカリー

料金

500円
店内でメスシリンダーなどの実験器具を使用し、
原液を混ぜ合わせて一から簡単な化粧水
（約100ml）
を
調合します。
調合した化粧水はもちろん持ち帰れます。
時間：11:00〜15:00／場所：寺尾薬局

きっさんの手づくりおもちゃ体験

Body Life Imabari

料金

定員：12名

1,000円

講師：バイカルベーカリー 豊田祥平
老舗の味教えます。
パンをこねる、
パンを焼く。
一つ一つの行程を丁寧に楽しく教えてもらいます。
時間：13:00〜／場所：はーばりー4Fキッチンスタジオ

元FC今治ディフェンダー
抜群の対人の強さと、
後方
からのビルドアップを武器
にチームを後方から支え
た。
現役引退後、
パーソナル
トレーニングジム・Body
Life Imabariを起業。
「本質
を知り、
伝える」
伝道者とし
て日々奮闘中。

講師：斉藤誠治 （元FC今治・Body Life Imabari 代表）
場所：3Ｆセミナールーム／コンコース
時間：①10：30〜11：30
②13：30〜14：30
定員：各20名

木工教室

きっさん

自宅でできるダイエット＆簡単ウォーキング

ICPC

当日は動きやすい服装で、タオルや
お飲み物はご自身でご用意ください。
簡単ウォーキングで楽しくダイエット！
料金

料金

500円

600円

見なくなって久しいですが、親子で一緒に凧を
作ってみませんか？できた凧を街中であげてみよう

自由になんでも想像して、
木材を使って親子で
協力して作る。

時間：10:00〜15:00／場所：はーばりーマーケット内

時間：10:00〜15:00／場所：はーばりーマーケット内

講師：Hiroko(Yoga Studio &me代表）

ヘルシーBODYレッスン
Yoga Studio &me

当日は動きやすい服装で、
タオルやお飲み物はご自身で
ご用意ください。ヨガとピラティスを組み合わせた
レッスンです。
心身ともにリフレッシュし、
健康的で
美しい身体を目指しましょう！
レッスン後、
ハーブティー、
ゆずかりんドリンクの
サービスございます。

料金

500円

レッスンのお問い合わせ
TEL 090-1002-3058
時間：13:30〜14:30／場所：Yoga Studio &me
本町1-2-6ライブタウン本町 1F

お問い合わせ／080-1428-3078（斉藤）

料金

500円

アロマクラフト：柑橘とスパイスのポマンダー
地域おこし協力隊 越智弘子

料金

500円

定員：15名

講師：越智弘子
柑橘とスパイスを使ったクリスマス飾り作りのワークショップ。
ヨーロッパ伝統のクリスマス飾り
「ポマンダー」香り玉と
も呼ばれ、
家族が健やかに過ごせますようにと願いを込めて
つくられます。
今回は今治産の柑橘を使って作ります。
柑橘とスパイスの香りで自然のアロマ効果も楽しめる
ワークショップです。
※材料の都合上事前予約のみ／締め切り11月30日まで
申込：0898-35-5712
（担当：地域おこし協力隊 越智弘子）
時間：10:00〜12:00／場所：今治市まちなか活性化サロン ぷらっと

体験お申し込みについて

マチナカ体験型プログラム「ピニャータ」ホームページ及び、下記の電話にて事前申し込みを受付しております。
事前申し込みに関しては体験時間はこちらの方で指定させていただきます。当日は各店舗に直接伺い体験してください。
料金は各店舗にて徴収いたします。定員になり次第、終了いたしますので、お早めによろしくお願いします。

お問い合わせ・お申し込み

TEL 080-6382-2619 https://pinata-imabari.com

エントリーはこちらの
QRコードで出来ます。

