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11月1日、お客様とミガロSEによる技術論文集『ミガロ
テクニカルレポート』が発行されました。そのSE部門の
表彰式が全体会議にて行われました。各賞を受賞し
たミガロSEから論文にこめた思いを語って頂きます!

『フォーム継承による効率向上開発手法』
『Delphi テクニカルエッセンスQ＆A集』
吉原 泰助　RAD事業部 技術支援課 主任

Q.ズバリ!このテーマに決めた理由は!?
開発上重要だけど「セッション等では時間的に難しい」
あるいは「セッションでやると退屈」と考えていた継承
フォームのトピックをレポートとしてまとめました。

苦労した点を教えてください!!
書いてみると字数が大幅にオー
バーしてしまい、文章の拾捨選択
が大変でした。人への説明を考え
ると曖昧な理解がはっきりするの
で改めて勉強になりました。

『はじめてのDelphi/400プログラミング』
畑中 侑　システム事業部 システム2課

Q.ズバリ!このテーマに決めた理由は!?
初心者に適したテーマが欲しいということで、既に案とし
て出ていた「はじめてのDelphi/400」を選択しました。
そのテーマに沿って、IBM iへの接続とIBM i資産の利用
方法について書く事に決めました。

苦労した点を教えてください!!
Delphiでの開発が初めての人を
対象とするので、伝え方に苦労し
ました。吉原主任や福井主任に
アドバイスを頂き、試行錯誤の末
完成させることができました。

『APIを利用した出力待ち行列情報の取得方法』
鶴巣 博行　RAD事業部 技術支援課 課長

以前にお客様より要望があり、研究した課題でした。
アプリケーションはGUI化出来ていても、スプールファイル等の
管理機能があるためにPCOMを外せないという声を頂きました
ので、ぜひこれをテーマに作りたいと思いました。

『Delphi/400とExcelの連携』
中嶋 祥子　RAD事業部 技術支援課

Excel操作というのは方法を知ってしまえば簡単にいろいろで
きてしまい、「Delphi/400ってこんなこともできるの!」というよう
な事が伝わりやすいかと思いました。あとレポート自体も簡単
に!というところが重要でした。

　　『JACi400を使ってRPGで
　　　　　　　　　Web画面を制御する方法』
 松尾 悦郎　システム事業部 システム2課 主任

もともとRPGでWebアプリケーションを構築できることに驚きを
感じていた上、実際にJACi400の開発案件に携わってみて、
いろいろなことができると実感しました。この機会に少しでも多
くの方にJACi400の良さを知ってもらいたいと思い、このテーマ
を選びました。

『連携で広がるDelphi/400活用術』
尾崎 浩司　システム事業部 システム2課 課長

これまでのテクニカルセミナーで発表した「連携」トピックを
ベースに今回レポートを作成しました。
DelphiとWEBや他の仕組みと「連携」をすることで、いろいろな
活用が見出せるのではないかと思い、この内容に決めました。

『あなたはブラインドタッチができますか?』
福井 和彦　システム事業部 システム1課 主任

技術論文とは少し違った雰囲気のものを書きたかったことと、
やわらかい感じの内容のほうが書きやすいと考え、このテーマ
を選びました。最終的に、コラムという形でテクニカルレポート
の最後を飾れたのは嬉しく思います。

～人と地球にやさしく～



　　　－田村さんからメッセージを頂きました－
自分の中のテーマとして『強制ではなく、皆さんの気持
ちを動かすことができるような感動を提供していくことで
マナーの向上に繋げたい』と思い、活動してきました。
そんな中、お客様にご協力頂き、「愛のエコキャップ運
動」などの活動をできたことはすごくうれしかったです!

2008年の主な活動内容
１Q
・出勤簿押印促進活動
・挨拶促進運動
２Q
・新人社員研修
・社内マナーアンケート
３Q
・愛のエコキャップ運動
・クールビズ運動
４Q
・マナーチェック
　（ビックイベント）

社内のご意見箱！ エコキャップ運動！ 夏も快適クールビズ！

委員長　田村洋一郎

～ 気 遣 い の あ る 社 内 へ ～
マ ナ ー 向 上 委 員 会

先月号でお送りした『ミガロの宣伝マン!』。
ついにi Magazineに掲載された写真が解禁です!!
みんなの顔は真剣そのもの。
仕事モードの"ミガロ人"をご覧下さい!
また、今回は参加メンバーを代表して福岡さんに
お話を伺いました。

その後、,,,

次にミガロの広告を飾るのは
　　　　　　　　　　誰になるのでしょうか?!

◇福岡さん談
「始めは1枚の写真を撮るだけだから1時間程度
だろうと考えていたのですが、結果は3時間…。
雑誌を作る方々の写真1枚に対するこだわりを
しみじみと感じました。」

福岡さん

10/22から3日間行われた第19回iSUC福岡大会。
ミガロからは上甲社長を含め、4名が参加されました。
今回は参加された方それぞれへ質問内容を変え、各立場から見た
iSUCの感想を伺いました。ご覧下さい!!

<<質問内容>>
◆上甲社長→今年のiSUCがミガロへ与える好影響について
　　　　　　　　◆緑川課長→IBM iユーザーとの交流を通しての感想
　　　　　　　　　　　　　　　　◆吉原主任→様々なセッションを聞いての感想
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆青木さん→ブースのプレゼンターを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当しての感想

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今年も熱気に溢れたiSUC。今年で19回目となりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミガロが初めてiSUCに参加したのは、確か6～7年前に大阪で
　　　　　　　　　　　　　　　開催された時だと記憶しています。ボーランド元社長の大木さんや
　　　　　　　　　　　　SystemObjectsCEOのSergeさんを招いて、セミナー開催やブース出展した
　　　　　　　　　事がとても懐かしく思い出されます。iSUCは、全国からIBM iユーザーが
　　　　　　1500人以上集まる、年に一度の（真面目な）お祭りです。
　　　その場にミガロも参加し、数多くのIBM iユーザーと接する事に意義があると
　 思っています。3日間で150種類以上もの興味深いセッションが開催されるので、
 是非次回からはシステム事業部からも何名か参加し、1500人のIBM iユーザー
と共にセッション三昧を満喫して、自身のこれからの仕事に役立ててほしいと
考えています。

　　＜代表取締役社長　上甲 將隆＞

　　　　　　　　　　技術セッションではCCSID1399に関するIBMサポート関係の方の講演が
　　　　　　　　　興味深かったです。「過去にこういう事例（背景）が
　　　　　　　 あったため、現在こういう課題がある」といった
　　公開情報では読み取れない説明もあり、
説明の噛み砕き方がうまかったです。
今回はユーザーの立場としてこういった
セッションの公開は重要だと改めて
思いました。

＜RAD事業部　技術支援課
　　　　　　　         顧客サポート　主任　吉原 泰介 ＞

　　　＜RAD事業部　営業課
　　　　　　　　　　　　　　青木 規雄 ＞

2日目にモールセミナーで20分間のプレゼンをしました。20分という短時間で
 Delphi/400とJACi400を説明したため早口になってしまいましたが、あまり
　　　緊張せずにできたと思います。収穫は前日のパーティーで名刺交換した
　　　　　　　　　　　方に来て頂けたことでした。ただ、残念なことに事前のチラシ
　　　　　　　　　　　配りが功を奏せなかったので、もっと宣伝すべきだったと反省しております。
　　　　　　　　　　　　　 モールへのお客様の流れは今ひとつで、特にセッション中は来客が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 途絶えがちでした。広告の配布はお客様の足を止めるのに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    有効だったので、次回は広告の内容を工夫して、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      より多くのお客様を呼び込みたいと
                                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思います。
　

3日間本当にお疲れ様でした!!3日間本当にお疲れ様でした!!

○ユーザーによるユーザーのための
○相互扶助精神によるボランティアによる
○信頼と尊敬を基調とした

上記の3点を基軸としたIBM i のユーザー同士が
様々な情報交換を行うことができる交流会です。

   　 ＜RAD事業部　営業課
　　　　　　　　      　　　課長　緑川 智子＞

今年は、ミガロブースではJACi400について説明を求め
られることが多く、やはり時代の流れでWeb化のニーズが強いこと
を実感しました。Delphi/400で有名なミガロが出しているツールということ
でのお客様の安心感も感じました。また、他のブースを眺めてみると、同様に
　　　   Webツールやデータの抽出・レポート出力といった目的の明確なツールに
　　　　　　　　人が多く集まっていたようです。
                    JACi400は、ミガロの第二の柱として育てたいと思い、去年の終わりから
                      技術支援課やProject Jと一緒に注力してきました。
　　　　　　　　　　　 最近の商談、そしてiSUCの傾向からやっと大きく花が開くのではないかと
　　　　　　　　　　　　 期待を寄せています。
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折り返し地点
あと半分～～

ミガロマラソンクラブがフルマラソンに初挑戦！そして見事に完走しました！
苦しいときにも笑顔を忘れなかった42.195kmのみちのりを追いかけてきました！
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ゴーール！お疲れ様でした♪笑顔でSTART！
頑張れ！

By岩田

ついに19期とのご対面！内定者懇親会が開催されました。今回は

内定者の方が打ち解け易いようにとの計らいで若手メンバーが
大集合！お食事会とボーリング大会で大変盛り上がりました！

--
-

毎月MIGNAVIをご愛読頂き、ありがとうござ
います。今月の記事もミガロテクニカルレ
ポートの表彰式やiSUCセミナー、19期の懇
親会等、ミガロイベントが盛りだくさんです!
また、今回は特別企画としてビッグイベント
の記事を別紙にてお届けしています。じっく
りとお楽しみ下さい。次号もお楽しみに!!

あとがき

電車ではマスクして
下さい＞＜　　薬師

今月のつぶやき

全力疾走した翌日の
悲劇!!足が…。 廣瀬

全員揃ってはいチーズ！
お疲れ様でした～

盛り上がってま～す～
辻林さん

岩井さん

佐田さん

内定者同士も仲良しに♪

マラソンバンザイ！

By田村
ありがとうございました!

風邪に要注意!!
　　　岡林

次は社員全員でお会い

しましょう！

マラソンクラブに
参加しました　清水
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