
社内報『MIGNAVI』と社内SNS
『MIGXI』の連携企画、『ミガロ.フォ
トコンテスト』が開催されました!!
18期社員の厳正な審査のもと、写真の
判定を行い、その結果が7月11日土曜
日、全体会議にて発表されました。
最優秀賞の栄光と豪華賞品はいったい
誰の手に渡ったのでしょうか!?

『朝の河川敷』
投稿者：清水さん

『橙と青』
投稿者：薬師さん 『ぼくの夏休み

（in 2008）』
投稿者：宮坂さん

『我が音の礎』
投稿者：佐田さん 『日本の象徴』

投稿者：福岡さん

『癒し☆』
投稿者：廣瀬さん

『自然の偉大さ』
投稿者：岡林さん

『夏』
投稿者：辻林さん

惜しくも受賞を逃した作品

◆　撮影場所　◆

◆　どんな写真？　◆

豚インフルエンザ流行中に行った
神戸ハーバーランド。
そこであついゴミ箱を見つけまし
た。

『　燃　』

神戸ハーバーランド

◆　撮影場所　◆

◆　どんな写真？　◆

『　南の島の明日　』

モルディブのヴァドゥという島

６年前に南国に旅行したときの
写真です。
水上バーを朝日の逆光でモノク
ロ風に撮影しました。
（なんちゃって、偶然です 笑）

◆　どんな写真？　◆

◆　撮影場所　◆

『　ねぎ　』

来来亭　十三店

スタミナを付けたいときに食べたくなる
このラーメン。
九条葱が丸ごと1本入っているそうです。

今年で13歳のラブ。
ゴールデンレトリバー（大型犬）なのに、13年間も長
生きしてくれてるラブ。
大切な弟の寝起きショット☆

玄関

『　ラブ　』

◆　撮影場所　◆

◆　どんな写真？　◆
審査中は真剣そのもの!
18期社員で熱い議論が繰り広げられました。

◆　タイトル　◆

◆　タイトル　◆

◆　タイトル　◆

◆　タイトル　◆

みぐじー みぐなび

投稿された写真の中で一番ユニークかつ
斬新だという理由から、松村さんの作品が
ノミネートされました!!



MIGXIの1年間を振り返って

しーくん☆の日記

管理人　しーくん☆

こんなコミュニティができました!

Melting　Pot・・・・・・管理人　ゆうさん

読書倶楽部・・・・・・管理人　jokoさん

倶楽部　KEIBA・・・・・・管理人　松さん

ミガロ.の読書好きが集まっているコミュニティです｡ミステリー小説､
特に東野圭吾先生の作品が好きな人がミガロ.には多くいます｡
読んだ本の感想などで盛り上がっています｡時にはネタバレも?
読書好きの方は是非ともご参加下さい｡

ミガロ.のありがとうが集まっているコミュニティです｡社内のNotes
掲示板で利用されていたありがとう掲示板の社内SNSバージョン
です｡ここでもいろいろなありがとうが､書き込まれています｡
是非1度､ご覧になって下さい｡

ミガロ.の英語好きが集まっているコミュニティです｡内容は全て
英語でカキコしないといけません!日本語厳禁です｡
英語を読めるようになりたい､話せるようになりたいと思っている
人は､是非ともご参加下さい｡

ミガロ.の競馬好きが集まっているコミュニティです｡レース前の
予想､やレース後の感想で盛り上がっています｡競馬大好きな人､
これから競馬をやってみようと思う人は､是非ともご参加下さい｡
※馬券購入は､ご計画的に｡

ありがとうコミュニティ・・・・・・管理人　しーくん☆さん

その他のコミュニティ

・大好きショートカット
・ミガロマラソンクラブ
・うどん同好会
・出身地紹介
・ゴルフ同好会

・うまいこと言う研究会
・自分マニフェスト宣言！
・オートシエイパーズ
・吟じます
・ワルンに行こう会

・好きなお酒
・RETURN TO THE HOME EARLY!!
・ゲレンデ同好会
・新規事業開拓チーム
・ミガロ.フォトコンテスト 　　etc・・・

こんなイベントが開催されました!

尼崎市民マラソンを一緒に走ろう！・・・・・・企画者　マスカゼさん

現在､部員4名のマラソンクラブですが､4人全員で参加した
初めての大会です｡10kmの距離でしたが､余裕で走りきる
人もいれば､倒れそうになりながら走りきった人も・・・・｡それ
でも全員完走することができました｡

第1回MSC（Migaro. slope circle）・・・・・・企画者　みやさかさん

スノーボード大好きな4人が集まって､岐阜県の高鷲スノー
パークへ行きました｡当日は雨が降り､滑れるのかどうか
冷や冷やものでしたが､現地では雨が雪に変わり快適な
ゲレンデコンディションでした｡

18期っぷ君の旅の足跡

・大阪府
・東京都
・兵庫県
・福井県

・奈良県
・埼玉県
・京都府
・大分県

・和歌山県
・茨城県
・愛知県
・徳島県

・高知県

その他のイベント

・大阪新春マラソンを一緒に走ろう！
・淀川市民マラソンを一緒に走ろう！
・第1回ワルンに行こう会
・第2回ワルンに行こう会
・平成21年度春季情報処理技術者試験を受けよう！

MIGXIはまだまだ続きます!

MIGXIの1年間を振り返って

管理人　しーくん☆

皆様､社内SNSをご利用頂き、誠にありがとう
ございました｡初めは試行錯誤の連続で､何から
始めれば良いのか検討もつかないぐらいでした
がここまで形にすることができました｡社長を始
め､アドバイザーの皆様も本当に1年間ありがとう
ございました｡

しーくん☆の日記

こんなコミュニティができました!

読書倶楽部・・・・・・管理人　jokoさん

ミガロ.の読書好きが集まっているコミュニティです｡ミステリー小説､
特に東野圭吾先生の作品が好きな人がミガロ.には多くいます｡
読んだ本の感想などで盛り上がっています｡時にはネタバレも?
読書好きの方は是非ともご参加下さい｡

Melting　Pot・・・・・・管理人　ゆうさん

ミガロ.の英語好きが集まっているコミュニティです｡内容は全て
英語でカキコしないといけません!日本語厳禁です｡
英語を読めるようになりたい､話せるようになりたいと思っている
人は､是非ともご参加下さい｡

倶楽部　KEIBA・・・・・・管理人　松さん

ミガロ.の競馬好きが集まっているコミュニティです｡レース前の
予想や､レース後の感想で盛り上がっています｡競馬大好きな人､
これから競馬をやってみようと思う人 は､是非ともご参加下さい｡
※馬券購入は､計画的に｡

ミガロ.のありがとうが集まっているコミュニティです｡社内のNotes
掲示板で利用されていた｢ありがとう掲示板の社内SNSバージョン
です｡ここでもいろいろな"ありがとう"が､書き込まれています｡
是非1度､ご覧になって下さい｡

ありがとうコミュニティ・・・・・・管理人　しーくん☆さん

その他のコミュニティ

・大好きショートカット
・ミガロ.マラソンクラブ
・うどん同好会
・出身地紹介
・ゴルフ同好会

・うまいこと言う研究会
・自分マニフェスト宣言!
・オートシェイパーズ
・吟じます
・ワルンに行こう会

・好きなお酒
・RETURN TO THE HOME EARLY!!
・ゲレンデ同好会
・新規事業開拓チーム
・ミガロ.フォトコンテスト 　　etc...

こんなイベントが開催されました!

尼崎市民マラソンを一緒に走ろう! ・・企画者　マスカゼさん(ミガロ.マラソンクラブ)

現在､部員4名のマラソンクラブですが､4人全員で参加した
初めての大会です｡10kmの距離でしたが､余裕で走りきる
人もいれば､倒れそうになりながら走りきった人も・・・・｡
それでも全員完走することができました｡

第1回MSC（Migaro. slope circle）・・企画者　みやさかさん(ゲレンデ同好会)

スノーボード大好きな4人が集まって､岐阜県の高鷲スノー
パークへ行きました｡当日は雨が降り､滑れるのかどうか
冷や冷やものでしたが､現地では雨が雪に変わり快適な
ゲレンデコンディションでした｡

その他のイベント

・大阪新春マラソンを一緒に走ろう! ・・・・・ミガロ.マラソンクラブコミュニティ
・淀川市民マラソンを一緒に走ろう! ・・・・・ミガロ.マラソンクラブコミュニティ
・第1回ワルンに行こう会・・・・・ワルンに行こう会コミュニティ
・第2回ワルンに行こう会・・・・・ワルンに行こう会コミュニティ
・第1回ミガロ.フォトコンテスト・・・・・ミガロ.フォトコンテストコミュニティ

18期っぷ君の旅の足跡

大阪府・東京都・兵庫県・福井県・奈良県・埼玉県・京都府・
大分県・和歌山県・茨城県・愛知県・徳島県・高知県
以上､13都府県のご当地情報をお送りいたしました｡
まだご覧になっていない方は､是非ともご覧下さい｡

ご当地の言葉や観光名所､グルメをお送りしました!

MIGXIはまだまだ続きます!

新入社員プロジェクトの一環として始まった社内SNSプロジェクト､新入社員
プロジェクトととしての幕は､閉じることとなりますが､社内SNSはまだまだ続き
ます｡私､しーくん☆が管理人としてより良い社内SNSにしていきたいと思います｡
これからもどんどんMIGXIをご利用下さい。よろしくお願いいたします｡

MIGXIの新しいスタート!

上甲社長からメッセージを頂きました!

新しい試みでしたね! 試行錯誤の連続で大変だったとは思いますが､SNSの
おかげで社内に様々なクラブやコニュニティができました!

【社内SNS プロジェクト】

青春

1



いつも気持ちのこもった手作
り誕生日カードを作ってくれ
ました。
もらう人、送る人全員の心が
温まりました!

松尾課長

中嶋さん

岩田さん

奥村さん

川合さん 猪飼さん

吉原課長

小牧課長

鶴巣課長 山本部長 松村さん

緑川課長

畑中さん

青木さん

小杉主任

田村主任

福井主任

尾崎課長

薬師さん

福岡さん

八木沼さん

清水さん
宮坂さん 前田さん

廣瀬さん

上甲社長東主任

2008年8月からスタートした誕生日プロジェクト
3.0が7月で終了致しました。誕生日プロジェクト
3.0では皆さんから誕生日の方へお祝いのコメン
トを書いて頂き、似顔絵付のバースデイカードを
お渡ししてきました。そこで、これまでプレゼン
トしてきたバースデイカードの似顔絵を一挙公開
致します!!
また、誕生日プロジェクト3.0終了に対し、
上甲社長よりお言葉を頂きました。

Q. 誕生日カードの似顔絵は
誰によって描かれていたでしょう!?

？
選択肢

1.上甲社長
2.新入社員PL     ：　廣瀬
3.社内報PL　　    ：　薬師
4.誕生日PL　  　  ：　岡林
5.社内SNSPL 　　：　清水

A.正解は、3番の
社内報PL：薬師さんでした!!

ちなみに中身は

こんな感じでした!!

～誕生日プロジェクトの裏話

【誕生日プロジェクト3.0　リーダー：　岡林】
皆さん、お忙しい中誕生日プロジェクト3.0にご協力頂き
ありがとうございました。皆さんのおかげで無事に終了することができました。
色々大変でしたが、その大変なことから学ぶことは大きかったと思います。
その学んだことをこれから先に活かしていきたいです。
本当に、1年間温かく見守って下さりありがとうございました。



この度、19期新入社員プロジェクトの統括リーダーと
いう大役を仰せつかることになりました。
入社して初めて与えられた仕事になるこのプロジェクト
をしっかり最後までやり遂げたいと思います。
また、担当するMOVIEプロジェクトでは、ミガロ.にある
委員会や他の新入社員プロジェクトとも連携して、様々
なコンテンツを展開する予定です。活動を通して、
19期のスローガンである「ミガシャキ～ミガロ.シャ員に、
感シャのキ持ち～」を伝えられるよう精一杯頑張りたい
と思います。統括リーダーとして、そして新たに始まる
MOVIEプロジェクトのリーダーとしても今まで以上に
ミガロ.を盛り上げていくという意気込みで頑張ります
ので、皆様の温かいご支援宜しくお願い致します。

●新入社員プロジェクトへの思い ●新入社員プロジェクトへの思い

ミガロ.社員の方々への感謝の気持ち、そして今以上に
ミガロ.を明るくする、盛り上げていくという目的を常に
意識して、一年間取り組んでいきたいと思っています。
このプロジェクトは19期3名で活動していくため、チーム
ワークが重要になります。それぞれ担当するプロジェクト
はありますが、最後までコミュニケーションを欠かさず、
協力し、楽しんで活動していけるよう頑張りたいです。
また、私は今回誕生日プロジェクト4.0のリーダーを担当
致します。一年に一度の記念日である誕生日。どうすれ
ば、喜んで頂けるのか、また思い出深いものに感じて
頂けるのかをよく考え活動していきたいと思っています。
皆さん、どうかご協力の程宜しくお願い致します。

入社してから今まで、先輩方には感謝しきれないほどお世話になっています。
そして、これからもお世話になると思います。この新入社員プロジェクトで
19期全員で協力し、ミガロ.を明るくすることによって感謝の気持ちをお返し
したいと思っています。また、自分たちも楽しみながら活動したいと思います。
私は今回、図書館プロジェクトのリーダーを担当致します。実用書が埋もれて
いるのは勿体無い、それが参考になるのなら尚更手に取りやすい所にある
べきだと思います。また、お勧めした本が気に入ってもらえたり、その内容に
ついて話していると、とても楽しい時間が過ごせます。本を通して、皆さんの
時間を少しでも有意義なものにできるように、プロジェクトを進めていきたい
です。一年間、宜しくお願い致します。

●新入社員プロジェクトへの思い

今年もミガロ.の伝統である新入社員プロジェクトが始まりました。
19期3名により、また新たなミガロ.の歴史が築かれようとしています。
また、今年は、3つのプロジェクト中、新しいプロジェクトが2つもあります。
どんな内容になるのか期待しましょう♪
それでは、今年の主役たちによる新入社員
プロジェクトへの思いをどうぞご覧下さい!!

1年間手がけてきたこの『MIGNAVI』もついに最終
号です。この最終号を作るときに、今まで作って
きた社内報を見返す機会がありました。そこから
改めて思ったことは、いろいろな人の協力があっ
てこそ作ってこれたものなのだということでし
た。コメントや写真撮影に協力して頂いた皆様、
無理なお願いをすることもありましたが、いつも
快く答えてくださいました。社内報のチェック
ミーティングでは、アドバイザーの方々に自分た
ちでは気づかないような部分を指摘して頂き、よ
り完成度の高いものに仕上げることができまし
た。また、社長を交えた合同ミーティングでは、
いつも新しいアイデアを提供して頂きました。そ
して、毎月欠かすことなくWeb公開の作業をして
頂いた奥村さん、ありがとうございました。
他の業務が忙しくてMIGNAVIの作業が遅れそうに
なっても、妥協することなく作り続けてこられた
のは、そういった皆様の協力があったからこそだ
と思います。MIGNAVIは、関わって頂いた人みん
なで作り上げたものです。私にとって、このプロ
ジェクトで得た経験はかけがえのないものとなり
ました。ご協力頂いた皆様、本当にありがとうご
ざいました。

『MIGANVI』のフィナーレ企画は、社長より頂いたコメント、一番多く掲載させて頂
いた方のランキング、載せたくても諸事情により使われなかった写真たちを一部
ご紹介します!!

1位　岩田さん 12回

2位　松村さん

3位　上甲社長
　　　 田村主任

11回

9回

上位は若手メンバーが独占となりましたが、ベテランの方もたくさん登場されてい
ます! 他にもコメントや写真の撮影など、ご協力して頂いた皆様、本当にありがとう
ございました!!

苦労して作成したM-1用のスケ
ジュール表。記事スペースの都合
で載せられませんでした。

ミガロ.ビリヤード大会の岩田
さん。ベストアングルです!!

歓迎会での畑中さんと辻林
さん。後ろの清水さんがぶ
れたため、ボツに。

『MIGNAVI』編集長　薬師より

ゴッドハンド清水さん。
彼はよくぶれます。

サンケイビルの避難訓練に
て。真っ赤なアイツです。

プレッシャーの中、号を重ねるたびに素晴らしく
なっていきました。
創意工夫がちりばめられたMIGNAVIでした!!

上甲社長より

テクニカルセミナーの発
表に向け、練習をされて
いる田村主任。

～新たな歴史の始まり

新入社員プロジェクト発足!!
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