
 
 

   
 

   

  

本日のプログラム 次回例会のご案内 

第 2595 回 2022 年 9 月 27 日（火） 

『クラブフォーラム』国際奉仕 

卓話「ロータリークラブの目指すもの」 

地区国際奉仕委員会 委員長 太田 正隆 様 

（松坂山桜ＲＣ） 

 

第 2596 回 2022 年 10 月 6 日（木） 

『ガバナー公式訪問 会長幹事懇談会 

９ＲＣ合同例会・インターシティーミーティング』 

高橋 伸治ガバナーをお迎えして 

           大垣フォーラムホテル 

事務所：〒501-6255 羽島市福寿町浅平 3-106 TEL（058）392-2888 FAX（058）391-2266 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30  例会場：西松亭  E-mail：hashima@ccn.aitai.ne.jp 
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≪Zoom例会中継のご案内≫ ID：556-098-4805 / ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：4361 例会欠席の際はぜひご視聴ください 

 
第2594回 2022年 9月20日（火） 

『プログラム卓話』  

卓話『羽島市ＰＲソング 

「羽島ったらマッタイラ」の制作とその後』 

漫画家・はしマイスター 広東 もな様 

 
会長 岩田 勝美 

 一昨日九州南部に上陸した史上最大

と言われた台風 14 号は、前評判程大し

た被害が無く、この頃の台風にしては珍

しく「台風一過」のすがすがしいお天気

になりました。 

昨日午後 7時からは在位 70年、96才

で亡くなられたエリザベス女王の国葬の実況中継が行わ

れ、11時過ぎにはガラス張りの専用車に乗せられた棺を

見送ろうと、ウインザー城の周辺には大勢の国民が集ま

っていました。如何に国民に愛された国王であったかを

思い知らされました。 

ジェントルマン思想のイギリスの公共施設の駐車場は

無人で、駐車チケットを買って車内に置いてあれば良い

そうです。私の知り合いがバレないと思って、買わずに

止めておいたのを監視員が見つけて、10倍の罰金を払わ

せられた話をしていました。ガムを捨てると罰金を取ら

れる事で有名な“バッキンガム宮殿”も同様だそうです。

ロータリアン諸君は常に「4 つのテスト」に心がけまし

ょう。 

この所、コロナ罹患者も減少が続いています。この調

子で年末を迎えられる事を願っています。 

  

『羽島市ＰＲソング 

「羽島ったらマッタイラ」の制作とその後』 
漫画家・はしマイスター  

広東 もな様 

2020年から現在まで続くコロナ禍

により羽島市の活気が失われていま

す。 

お祭りもイベントも中止になってし

まった2021年の春のことです。 

漠然と羽島市を盛り上げたという思いを胸に秘めてい

た私は、ぎふチャンラジオの音楽番組に出演した際に、

その時の話題の勢いで「羽島市の PRソングを作りた

い！」という宣言をしてしまいました。 

一週間後に再びラジオに出演するので、それまでに考

えてくるという約束までしてしまい、悩んだ挙げ句にふ

と頭の中に閃いた曲が「羽島ったらマッタイラ」です。 

最初は鼻歌程度の簡単な歌をラジオ番組のみで発表す

る予定でしたが、リスナーの皆さんからの思わぬ反響が

ありました。 

いっその事アイドルの格好をして自分で歌って踊った

ら面白いのではないか、ＭＶを作ったらどうかなど、

SNSや友達などからもアイデアを受けて調子に乗って実

現を試みました。 

しかし私はシングルマザーで漫画家という不安定な生

活の為、資金力がありません。 

そこで楽曲の打ち込みやレコーディング費用、アイド

ルらしい衣装の制作費、ＭＶの制作費などを捻出する為

にクラウドファンディングを立ち上げました。 

そのPRの為に自分のYou Tubeチャンネルも設立し、

初めて動画の編集にも取り組みました。 

前回例会の記 録  

会 長 の 時 間  

プログラム卓 話  

   

 



羽島市在住の若いクリエイター達や撮影のプロ、一緒

にＭＶに出演してくれる市民の方々の協力を得て、完成

した「羽島ったらマッタイラ」のＭＶは2021年9月1

日にYou Tubeで配信されました。 

新聞やテレビ番組にも取り上げられて大きな話題を呼

び、クラウドファンディングも無事成功しました。 

クラウドファンディングの支援金により、羽島市中の

幼稚園、こども園、保育園、小学校に楽曲 CDを配布す

ることもできました。 

You TubeでいつでもＭＶが視聴できるので、全国の

多くの方々に羽島市を PRできたと思います。 

2022年に入って少しずつ羽島市のイベントが復活

し、竹鼻町本覚寺にて初めて生歌ライブを行いました。 

10月16日には千代菊酒蔵開きのステージが 3年ぶり

に復活されるので、新たに結成したダンサーズチーム

“はしまし娘”と共にステージに立ちます。 

こうして「羽島市を盛り上げたい」という夢がどんど

ん実現されています。 

私個人の思いつきから始まったこのプロジェクトです

が、これからはどうか羽島ロータリークラブの皆様達に

も協力して頂けたら幸いです。 

羽島市を盛り上げる為にも、全国に羽島市を知ってもら

う為にも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
出席委員会 
・本日の出席率  
出席規定会員数 ３４名中 ２８名 ８２．３５％ 

ニコニコＢＯＸ委員会 
◎ニコニコＢＯＸ 

◆岩田 勝美君  林  秀樹君  西松 永根君  

安藤 賢治君  平松 暁仁君  栗山 浩幸君  

野中  学君  松田 和彦君  栗山 和洋君  

荒木 義男君  青木平七郎君  佐溝 勝樹君  

梁 麗娜さん  堀  雅利君  加藤 大輔君  

加藤 隆康君  虫賀 大輔君  天野 洋和君  

森  輝廣君  柳原 望成君  久米  勉君  

木寺 祐樹君  山下 正弘君  加藤 宗雄君  

川﨑 正一君  辻井  晃君  小椋由美子さん 

 プログラム卓話「羽島市ＰＲソング 羽島ったらマッ

タイラの制作とその後」漫画家・はしマイスターの広

東もな様より卓話をいただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

◆森  輝廣君 

 ８月のニコゴルフ、準優勝させていただきました。 

◆松田 和彦君 

 ８月のニコゴルフ、皆様のおかげで優勝させていただ

きました。ありがとうございました。 
 

◎仕合せ貯金 

 森  輝廣君  荒木 義男君  山下 正弘君  

堀  雅利君 

 
 

  
梁会員より、月餅をいただきました。 

 

 

 

委 員 会 報 告 

 

●次回例会は９月２７日（火）『ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ』国際奉仕  

卓話 「ロータリークラブが目指すもの」 

地区国際奉仕委員長  太田 正隆様（松坂山桜RC） 

●2022年８月青森県災害支援金のご協力のお願い 

●回覧内容 

①共同募金運動（バッジ募金）ご協力のお願い  

及び 申込名簿 

 ②2022年８月青森県災害支援金のご協力のお願い 

 

≪第３回理事役員会 承認事項≫   

１）１０月の例会プログラムについて 承認  

２）2022年8月 青森県大雨災害支援金ご協力の 

お願い 承認 

３）年忘れ家族例会企画 承認  

幹 事 報 告（第２５９４回） 

 

１日（土）歴代会長会 天近別館 ちかざわ18：30 

 ４日（火）６日（木）へ例会変更 

 ６日（木）第２５９６回  

     ガバナー公式訪問・IM・９ＲＣ合同例会 
大垣フォーラムホテル 

      12：00～14：15 会長幹事懇談会 

      14：30～16：15 

      16：30～17：35 ９RC合同例会 

      17：40～18：00 アトラクション・散会 

 ８日（土）第２５９７回 『プロジェクト事業』 

市民講演会 講師 竹田 恒泰様 

不二羽島文化センター 

１１日（火）８日（土）へ例会変更 

１８日（火）第２５９８回 『クラブフォーラム』 

卓話 米山学友会小委員会 

委員長 長谷川 隆志様（岐阜東ＲＣ） 

＊米山特別寄付 

※百万ドルの食事 

◎例会後 第４回理事役員会 

２２日（土）・２３日（日）第２５９９回  

『地区大会』  長良川国際会議場 

２１日（金）第３回ＩＤＭ  西松亭 19:00～ 

       「親睦家族」ﾘｰﾀﾞｰ 西松 永根 

【出席義務者 10名】 

２５日（火）22日（土）・23日（日）へ例会変更 

１０月の行事予定  


