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　 リクエストもお待ちしております！

MIGARO+MAGAZINE+人=MIGZINE
MIGZINEはミガロの人が見えるマガジンです

順位 プレイヤー
優勝 松山さん
準優勝 岩井主任
3位 松田さん
4位 山本部長
5位 松尾さん
6位 小谷さん
7位 福井主任
8位 上甲社長
9位 田村さん
10位 岩田さん
11位 宮坂さん

他の参加者の方々も大健闘でした！
次回の開催は秋を予定！？お楽しみに！

第1チームは左から岩
田さん、松山さん、上甲
社長、松尾さんです。
ゲストの松山さんはミガ
ロ杯初出場。岩田さん
は今回がコースデ
ビュー。

第2チームは左から
田村さん、山本部
長、宮坂さんです。
ミガロ杯常連メン
バーで和気藹々とし
たチームです。

第3チームは左から岩
井主任、小谷さん、松
田さん、福井主任で
す。
こちらにはミガロ杯常
連メンバーに加えて、
初参加の松田さんが
出場です。

第4回ミガロ杯優勝者はなんと松山さん！
「100を初めて切った！」おめでとうございます。

今回の第4回ミガロ杯では「ダブルリペア方式」と呼ばれるハンディキャップ
方式が採用されました。自己申告でハンディを決定するには不公平感が否
めませんが、この方式は公正にハンディが加算されます。ゴルフ場が全１８
ホールの内から隠しホールとして１２ホールを設定し、全員のラウンド終了
後に隠しホールのみの打数を集計し、ハンディを算出するというものです。
現在では、ほとんどのゴルフコンペで採用されているそうです。

準優勝は岩井主任です！
賞品は天使のアスティ（フルボトル）です。

ブービー賞を獲ったのはコースデビューの岩田さん！
賞品は宮里藍のゴルフ入門書。勉強します。

ゴルフ豆知識　ダブルリペア方式とは！？

今回の幹事は松尾さん、田村さん
のお二人が務められました！あり
がとうございました！

１ページ
　・第4回ミガロ杯　～春の陣～

２ページ
　・社員特集　＝東さん編＝

３ページ
　・18期歓迎会

　・教えてミグ助教授！

４ページ
　・社内報チーム
　　　　　　パスタバトルロワイアル
　・THE ミガロの軌跡―第５章―
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4月19日第4回ミガロ杯が開催されました。今回はミガロ社員の他に、ゲスト出場で松田さん、小谷さ
ん、さらにIBMの松山さんが参加されました。終始心配されていた天気でしたが、当日は雨にあたら
ずプレーすることができました。なんと夕方には日差しも降り注ぐほど！初心者大歓迎のミガロ杯。
ミガロゴルフ人口続々と増えている今回は、初めて3チームに分かれてプレーできました。また、賞
品も用意されて、本格的な大会となってきました。皆様のご参加お待ちしております。
さて、今回の結果は！？

in 大和高原カントリークラブ



MIGZINE社員特集第3弾は東さんをクローズアップ！！
ミガロに新入社員として入社し9年目。新入社員からミガロの
歴史を一番見てきたのが東さんなのです。
そんな東さんにインタビューです！！

MI

東

岩

東

岩

東

岩

東

岩

岩

東

岩

岩

東

東

岩

東

岩

岩

東

東　幸枝（ひがし　ゆきえ）
システム事業部2課所属。平成
12年入社のSE。ベテランと若手
をつなぐ架け橋となって社内外
で、活躍されています。
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＜岩田さん豆知識＞
カレーライスとライスカレーの違い
カレーライスはお皿に上に半々で盛られている
ライスカレーはごはんの上にかけてある
　　　　　　　　　　　　　　…タモリ談です。

＜東さんのミニ情報＞
そういえば、小さい時
のカレーの食べ方、ハ
チミツをかけて食べて
たわ。

東さんのインタビューを終えて・・・
メロンパンから誰にもいえない宝物など、皆さんにとっ
ても新たな一面に出会うことが出来たのではないで
しょうか。特に私は課が違うのもあり、今回のインタ
ビューを通して、じっくり東さんと話すことが出来た貴
重な機会となりました。（インタビュアー岩田）
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この後しばらく
メロンパン談義で盛り上がり、
ひいては 近のオーブンの
性能について熱く議論が
繰り広げられましたとさ。

GZINE副編集長岩田（以下 岩 ）「早速ですが、第3
回社員特集のインタビューを始めていきたいと思
います。よろしくお願いします！」

さん（以下 東 ）「はい、お願いします。」

「それでは早速質問させて頂きます。まずは事前
にお聞きしていたことから伺いたいと思います。趣
味が“パン作り”と言われていましたよね。」

「うん。 近、ここ1年かな。きっかけは習い事なん
やけど。　たまには～とおもって家でやり始めて
ん。」

「けっこう、作られてるんですか？」

「１Kgの強力粉は使い切ったよ！！」

「相当な数になりますよね。　おすすめのパンとか
あります？」

「おすすめはメロンパン　まぁ、作っても作らずとも
メロンパンが好き。」

「メロンパンって、手作りできるんですね。知りませ
んでした！」

「パンにクッキー生地を
のっけて焼くんよ。」

「そうだったんですね。
そういえばメロンパンっ
て、名前のわりにメロン
入ってませんよね？」

「メロンは入ってない
よ。でも、習った作り方
では、メロンエッセン
スっていうのを入れる
んやけど、それがすご
いいい香りするよ。」

「メロンパンって手間か
かりそうですけど、やっ
ぱりその手間が、おい
しくさせるんでしょうね。
ほんと、お話を聞いて
ましたら、ぜひ食べたく
なりました。」

「それは無理やわ。
だって5個作るとして
も、そのうち4個はわた
しのやろう…？」

「お預けということですね＞＜　それでは次の質問に
移りたいのですが、事前に東さんの宝物をお聞きし
ていました。そしたら“秘密”ということだったので、気
になってしょうがありません！！ヒントとかほしいで
す。」

「秘密は秘密だよ。んー、人生にとって大切なものだ
よ。そんな感じ。」

「モノではないんでしょうか？気になりますね、なんで
しょう…？何かは分かりませんが…これからも大切
にしてください！！」

「今年は18期教育担当をされていると思います
が、ここで“18期への一言コーナー”です。3年連
続で新入社員を迎えているので是非！」

「なんやろな…
あ、今年は女の子が半分やし、女の子がいるん
が新鮮！
まぁ、一言いうならお金をもらって勉強でき
る！っていうこの時期を大切にしてほしいな。」

「身にしみるお言葉です。」

「MIGZINE社員特集でお決まりの心理テストコー
ナーに入って行きたいと思います。では1問目で
す。チキンがお皿にのっています。 ナイフや
フォークを使ってどのように食べますか？」

「じゃあ“左端から食べる”で！」

結果：この心理テストでは、自己中度が分かりま
す。
左端から食べる方は、やや高めで も一般的で
す。

「うーん、まぁね。一般的やしね。
他の回答ならどうなってるん？って、4つあるうち
3つが自己中度が高いってなるやん！」

「あ、本当ですね！(汗)」

「食べ方でいうとカレーもそうなるんかな。ほら、
ご飯と混ぜてたべちゃうとか。」

「そうですね。食べ方で言うといろいろあるみた
いですね」

「次は2問目です。コーヒーを飲んでいたあなた
は、ついうっかりこぼして、テーブルクロスにしみ
をつくってしまいました。さて、そのしみの大きさ
はどのくらいだったでしょう。」

「うっかりこぼしたんでしょ…カップって、こんくら
いの大きさか…　コーヒーカップほどの大き
さ！！」

結果：しみの大きさに比例して口の軽さが分か
ります。どちらかといえば口の固いタイプ。もし
秘密を打ち明けるのなら、このＢを選んだ人なら
大丈夫です。

「相談するなら東さん！！ってことですね。」

「次は 後の問題です。女の子が、花の種をまいて
育てようとしています。毎日水をあげているうちに、
ようやく芽が出てきました。もしも、この花が咲くとし
たら、一体どんな花が咲くと思いますか？次の中か
ら選んでください。」

「ひまわり！　問題読み終えるまでに、ぱっと頭に
浮かんだ。」

「まさに直感ですね。」

結果：どんな花が咲くかを想像することで、心の中
にある将来への期待や不安、また、あなたのロマン
チック度、空想力、あるいは文学的創造力も知るこ
とが出来ます。ひまわりを選んだあなたは、いつも
明るく積極的です。つねに新しいことに挑戦してい
こうとしています。その想像を現実に変えるパワー
を備えている人です。

「当たってそうでしょうか？」

「んー、そうだね。」
（結果に満足している模様）

「それではインタビューを終わります。以上、ありが
とうございました！」

「はぁ～い。」



4月12日（土）に18期歓迎会が催されました。
内定者懇親会からあまり時間も経っていなかったので、「えっ、もう歓迎会！？」と感じられ
た方も多かったのでは？
上甲社長のお話にもありましたが、いつにもまして盛り上がりをみせた歓迎会となったので
はないでしょうか！？ミガロ社員が18期のみなさんを心より歓迎している気持ちがあふれ
出たということでしょう！！

みなさんお久しぶりです。
ぼくの事覚えてくれてますか？

知ってて便利なショートカットを教えるミグ助教授です。
今回はInternetExplorer（以下IE）の裏技ですよ。

早速１つ目の便利機能いくよー！
ブラウザを開いているときに「Alt+→」で「進む」 、
「Alt+←」で「戻る」 です。
ちなみに「Backspaceキー」で「戻る」 、
「Shift+Backspaceキー」は「進む」 と同じ動きをするね。

IE上で「F11」を押したことってある？全画面表示と通常
表示の切り替えが行われます。メニューバーやタスク
バーがジャマなときに使ってみてね。

その他「Alt+Home」で設定して
いるホームページを表示できた
り、「Ctrl+D」で開いているペー
ジをお気に入りに登録できたり
するよ。

あとは…「Ctrl+N」で同じページ
のブラウザがもう一個開きま
す。

IEっていろいろなコマンドがあ
るんだね。

実はまだあるんだけど、もう時間が来ちゃったみたい（><
また会える日を楽しみにしています＾＾

ミグ助教授（３１）
いつか、ショートカット
キーの研究で博士にな
りたいと目論んでいる。
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上甲社長より締めの挨拶

18期新入社員のみなさん、これからよろしくお願いします！

乾杯！

ちゃんちゃん

各テーブル大盛り上がりの様子

カミませんように・・・

スピード、簡潔、自信。
われわれはこの三つの企業倫理を育てていくことによっ
て、企業の力を引き出すと同時に、従業員のはかりしれ
ない生産能力を開放し、発揮させることができる。

　　　　　　　Byゼネラル・エレクトリック社元CEO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・ウェルチ氏

山本部長
　お誕生日おめでとうございます♪



今回もMIGZINEをご愛読いただき、誠にありがとうございます。
Vol.10のトップページではミガロ杯～春の陣～をお届けしております。参加者も増え、ナ
イスショットも倍増♪間違いなしでしょう。2ページ目には東さん特集を、3ページ目には
18期新入社員歓迎会の様子を掲載しております。そして4ページ目にはパスタバトルロ
ワイアル！？社内報チームのガチンコパスタ対決を実施しております。またミガロの軌
跡では、ミガロ運命の出会いから新生ミガロへと突き進んでいます。(ブログも要チェック
♪)今回もご協力いただきました全ての方々に御礼申し上げます。これからもMIGZINE
をよろしくお願い致します。

■松村編集長

得意なパスタは…

　　　　アラビアータ！

■岩田副編集長

ミガロ杯。
実はスコア169でした！
ボーリングちゃうんやから！笑

精進してうまくなります！！

■畑中アドバイザー

ねこがね、
ほんと
かわいいんですよ。

■宮坂アドバイザー
ついにバイク（中型）の免許の更
新をしました！
新しく「普自二」の文字が…

（´・ω・｀）フジツウ…？

MIGZINEは
毎月15日発行です。
次号もお楽しみに！！

－第５章「新生ミガロへ！」－

H/W販売・ソフトウェア開発・PCカレッジの3本柱でミガロは順調に業績を伸ばした。

IBMのAS/400ユーザーに対して、
・AS/400やPCを含むすべての機械の販売と導入
・RPG、そしてPCの受託開発
・PC教育
を提案していった。

『ミガロは、AS/400をはじめとしたすべてのサービスをご提供できます！』
が自慢だった。

だが、順調な推移の陰で確実に幾つもの事件が潜行していた。

ミガロ 大の取引をいただいているお客様で『お家騒動』がおこり、その影響でIT投
資が突然凍結された。

当時の経済企画庁が出したPC教育への補助金の関係で、生徒はミガロのような職
場近くの教室から自宅近くの教室に移っていった。

それ以外でも様々な事件がおこり、そして仲良しグループ時代の何人かがミガロを
去った。

『ハインリッヒの法則』でいう1：29：300の「300のヒヤリやハット」を教訓として活かせ
なかった。
今にして思えば、それらのそれぞれに幾つもの予兆（ヒヤリやハット）があったのに手
を打てなかった。

3つの柱とも売上が低迷し、負のスパイラルが始まった。

そんな時期に尾崎が中途入社し、そして東が数ヵ月後に新入社員として入社してき
た。
二人とも不安だったに違いないが、すごく頑張ってくれた。

『どげんかせんといかん！』

宮崎ではなくミガロを…

悩みに悩んでいた頃、Delphi/400に出会い、ボーランドに出会い、システムオブジェ
クツに出会った。

そして新生ミガロがスタートした！

（出会いの詳細は、サボってばかりのブログ 2006-04-19『恩人』　、2006-04-25『恩
人のOさん　続き』そして2006-05-10『恩人のOさん　完結』をご覧ください。）

社長ブログURL:http://blog.goo.ne.jp/migaro
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明太子マヨネーズパスタ

by松村シェフ

近パスタにこってます。
大学時代にアルバイトしててよかっ
たー！(織田裕二口調)
その中で今回チョイスしたのは明太
子マヨネーズパスタです！
作成のPOINTは…♪

☆海苔でいかに高さを出すか！！
☆明太子投入後は煮込まない。
☆汁はしゃばしゃばぐらいで。
☆麺の太さは1.4mmが、んまい！
（個人的に）
☆具は何でもお好きなものを。今回
はシーフード+ブロッコリーです。

残りの明太子はおにぎりにどうぞ＾＾

またまた出ました！カレー対決以
来の「黄身」と「ほうれん草」の組み
合わせ！（詳しくはMIGZINE Vol.1を
参照）
その他の具材は「エリンギ」「エノキ
茸」「ベーコン」ととてもシンプル♪
にんにくと共に炒めた具材と茹でた
パスタとあわせたら、あとはバター
と醤油を入れるだけ。シンプル和風
パスタです。
のせたほうれん草はサラダで食べ
れるものなので癖もなく、彩り豊か
です。
この黄身を、つぶすタイミングを考
えながら食べてください！

パスタは久々で、量を間違えて2倍
も茹でてしまったのは、ココだけの
話。。。

お味のほうは・・・
パスタの茹で加減グー♪
ペペロンティーノ具合グー♪
あさりが「じゃりっ」っていったり、鷹
の爪入れすぎて
辛すぎたりしましたが、結構よく出
来たんじゃないかな、
と思っています。
家族にも結構いい評判でした＾＾

余談になりますが、材料を買いに
行ったときモトックス様のワインが
売っていました！
（モトックス様に関しては先月号の
MIGZINEをご覧くださいね）
私の身近にモトックス様の
ワインがあるなんてちょっぴり
感動しました＾＾

パスタにはソースとからみやすい、
ペンネをチョイスしました。
また、ガスコンロが一つしかない我
がマンションならでは、トマトソースを
煮詰めると同時にペンネも同じ鍋で
豪快にゆでてしまうという荒技も。
トマトソースが程よくペンネにしみこ
みます。

具材には、トマトと相性ばっちりのナ
スと豚バラ（今回はブロックを使って
みました）をお供に。
ご家庭にある、くまのプーさん絵皿
に盛りつけてどうぞ！

残ったソースは次の日、パンの上に
のっけて焼きました。
小さいホールトマトの缶づめって、な
いんですかね…。

黄身 on the 和風パスタ

by岩田シェフ

あさりと水菜の
　　　ぺペロンティーノ

by宮坂シェフ

ナスのアラビアータ

by畑中シェフ

パスタバトルロワイアル もはやMIGZINE恒例となった料理対決！今回はテーマは
パスタです！社内報チームの歴代メンバー4人が、それぞ
れ腕を奮います！


