
10月16日UOS関東支部秋のボーリング大会が開催されました。
ミガロを代表して、上甲社長・広地さん・松村さんの3人が参加されました。
UOSの皆様とチームを組んでの対戦です。
当日の受付は広地さん・松村さんが担当されました。「一気に参加者の方が
受付に来られた時はあたふたしてしまいました。」
上甲社長は開始前からビールを3杯も飲んでおられ、少し酔っておられまし
たが結果はどうだったのでしょうか！？
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みなさんお疲れ様でした！

優勝者　上甲社長からメッセージ

 
 スコア（2 ゲーム計） 個人 チーム 

上甲社長 ２８１ 22 位 8 位 

広地さん ２８５ 20 位 11 位 

松村さん ２９１ 17 位 14 位 

 22社69名もの方が参加され、非常にハイレベルな戦いとなりました。
その中でもなんと上甲社長チームがトップ１０にランクイン！！！おめでと
うございます！松村さんもこのスコア、さすが“ニクイ”やつですね！っと言
う声も聞こえました。
第1回Let’sクリエーションでのボーリングでも好成績を収めた上甲社長！
UOS大会でもその実力をいかんなく発揮！！
次回Let’sクリエーションが待ち遠しいですね♪

プーチン大統領も来店？

全員景品GET！

優勝カップもなく表彰式もありませんでしたが、一応優勝なのでしょう
か？
でも久しぶりに90台前半が出てうれしかったです。
また、みんなが格段に進歩しているの見て驚きました。
次回（来年の春）には、もっと参加者を集い（せめて3組12人）ダブル
ペリア方式で全員が優勝争いに参加できるコンペを是非開催したい
と思います。

暑い夏から一変し、秋晴れの続く過ごしやすい季節がやってま
いりました。
体も動かしやすくなってきたところで、何か運動をしようと思う方
も多いと思います。
ミガロでもスポーツに関するイベントが２つもありました。参加さ
れた方も多いと思いますが、ここで振り返ってみましょう！

一行が訪れたのは大和高原カントリークラブ。
65万坪の広大な敷地にゆったりとレイアウトさ
れた丘陵コースです。
フェアウェイ幅が広く、シングルプレーヤーはも
ちろん、アベレージゴルファーにも常時フルスイ
ングのティーショットが可能です！
グリーンは平均800㎡と大きいですが、適度なア
ンジュレーションがあり、パッティングがスコア
メークの鍵となります。
ミガロ杯当日は、朝7時18分スタートということ
で、福井主任がクラブハウスオープン前に到着
してしまうというアクシデント（？）もありました
が、天気もよく、気温も調子も右肩上がりでし
た！！
至るところでナ～イスショット♪ の快音が聞こ
え、広大なフェアウェイから覗くその景色は素晴
らしいの一言です！

会場の様子

1Hスタート前の１ショット！
「さぁがんばるぞ～～！！」

：上甲社長
：山本部長
：福井主任
：田村さん
：小谷さん
：宮坂さん
：岩井主任

広いな～♪



富士山の看板が目印

innovation from your mind!「知識創造思考」を求めて
第18回iSUC大会のテーマです。Innovation（変革）を起こすための主役である”人”
にフォーカスをあてた大会となりました。
ユーザーのユーザーによるユーザーのための大会、iSUC。
今回MIGZINEでも”人”にフォーカスをあて、出展者としての視点・参加者からの視
点ということで、今回参加された全員の方々にお話しをうかがいました。

ユーザー会というものに、始めて参加しましたが、
お互いが協力し合って創り上げている事に驚きまし
た。System iだけでなく、プロジェクト管理やWEB2.0
等普段なかなか勉強できなかった項目に関する
セッションに参加できたので、仕事の幅が少し広く
なった気がします！

プロジェクトの失敗事例をいろいろ紹介してもらった
のですが、中には自分たちにも当てはまるなという
ものもありましたので、それを反省材料に今後のプ
ロジェクト活動に活用していけるのではないかと思
いました。

3日間の出展お疲れ様でした。　また荷物を置かせ
ていただきありがとうございます！
今回の出展が少しでも今後に役立つことを期待して
います！

最新のSystem i動向と技術情報を再確認すると
共にi5OSV5R4からの新機能、次期i5OSV6R1が
来年発表される等、『目から鱗』の情報が吸収で
きました。

現在お客様で構築している業務システム以外に
バックアップなど新手法が習得でき、今後のシス
テム開発に組み込む事ができると思います。

iSUC開催中に時間があるときに出展ブースを見
学しましたが、出展エリアに人が集まり難く集客
が大変そうでした。RAD事業部のメンバーの方
は、待ちしか出来ない状況の中、本当にお疲れ
様でした。

システム事業部のお二方には、こんな質問をしてみました。
Q1）この大会で得たことは何ですか？
Q2）この大会に参加して、これからの展望に変化はありました
か？
Q3）出展したRAD事業部へメッセージをお願いします。
今回の大会はお二人にとってどのようなものだったのでしょうか。
シ ム事業部所属 方 注目 す

A1) A1)

A2) A2)

A3) A3)

4人のベストショット
左から岩井主任、青木さん、小牧課長、尾崎課長

充実したセッションも、iSUCの大き
な目玉です。
多彩なキーワードを切り口にして、
3日間でなんと100コマを超えるセッ
ションが開催されます！！
iSUCでしか聞けない最新の技術情
報、事例など業務にすぐに役立つ
ことばかりです。
広い会場に数多くの人があつま
る！
（左写真）

打ち上げでのお二方のツーショット
（左：尾崎課長、右：小牧課長）



打ち上げの様子

今回初めての参加でしたので要領がわからず、最初
の頃は出展者がブースに来て（半分ひやかし？）そ
の人にも一生懸命説明していました。慣れてくると出
展者かエンドユーザーかの判断を名札でできるよう
になりました。

空いた時間を利用し、幾つかセッションに参加したので
すが、System i のハード面でPower6搭載の新モデル
（570）、ソフト面ではOSV６R1の発表が見所であったと
思います。

今回、セッション開催している場所とモール出展してい
る場所が離れており（階数が違う）、エンドユーザーが
あまり流れてこなかった為、周りの状況を見てもモー
ル出展者にとってはすこし不満の残るものでした。

ブーステーマを"WEB"としたので、JACi400は元々
WEB化ツールなので問題なかったのですが、
Delphi/400WEBサンプル＆説明資料作成等の事前
準備です。

ここ数年は"内部統制"と"WEB（特にPHP）"がIT業界
で流行しているようです。
今年のセッションで感じたのは、概念や開発手法など
の話でなく、実際開発してみて･･･運用してみて･･･の
体験談のセッションがとてもうけてると感じました。

お客様の導線に問題があったように感じます。［セッ
ション］［交流の場］［iSUCモール］がiSUCの３本柱なの
ですが、その［セッション］［iSUCモール］会場が離れて
いたのでお客様がなかなか来られる機会がなかったよ
うに思います。

営業として、デモ画面の説明方法を再度勉強しなくて
は、と痛感しました。
といっても、今回、モール会場階に人が流れなかった
ので、私からデモをお見せするチャンスがありません
でしたが・・・。

ビリーズブートキャンプ（風）のオープニングに先ず
びっくりしました。
ＩＴＩＬや内部統制関連のセッションが多く、注目度が高
いことがわかりました。
私もＩＴＩＬセッションに出ましたが、自習した内容の良い
復習になりました。

モールへの集客が困難な会場構造だったことが、最大
の問題と思います。
パーティでは中部地区のテーブルをうろついて何社か
名刺交換させて頂きましたが、成果はもう一つでした。
初回参加者用のテーブルに行けば良かった、と後悔し
ています。

iSUCに参加されたみなさま、お疲れ様でした。

どうぞご覧ください！
ミガロブースは４０番！

次はRAD事業部のお三方にうかがいしました。
Q1）出展する上で大変だったことは何ですか？
Q2）今大会の見所や特徴はどのようなところでしたか？
Q3）今大会の手ごたえはいかがでしょうか？
RAD事業部所属の方、注目です！

A1)

A2)

A3)

A1)

A2)

A3)

A1)

A2)

A3)

打ち上げにて
左：岩井主任、右：鶴巣課長

ブースにて
左：小牧課長、右：青木さん

ブースにて
左：岩井主任、右：青木さん
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株式会社ミガロ
大阪市浪速区湊町2-1-57 難波サンケイビル13F
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編集長：松村 秀男　副編集長：岩田 真和
※ご意見ご要望は＜hmatsumura@migaro.co.jp＞まで。

　 記事掲載のご希望や、リクエストもお待ちしております！
■岩田副編集長

　満
　腹
　！

■松村編集長
ハナガツオのハナってなん
だろう。

今回でMIGZINEもVol.4を発行することができました。
今回はスポーツの秋特集ということで１面をスポーツ１色に飾らせていただきました。食欲
の秋でもありますが、食べてばかりもいられませんので、食べた分スポーツで体を動かし
ましょう。
また2ページにまたがりiSUCを特集させていただきました。今回は初参加の社員の方々も
多く、色々なお話しをお聞きすることができました。
4ページ目にはデスク整理術を掲載しました！！これで明日から皆さんのデスクはスッキ
リですね。毎日気持ちよく仕事をしていきましょう。
今回も完成までに協力してくださったみなさま、ありがとうございました！

■宮坂アドバイザー
先日見た事もない大きさの
マツタケが親戚より届きまし
た。
食べるのが楽しみです。

MIGZINEは
毎月15日発行です。
次号もお楽しみに！！

■畑中アドバイザー
　　野菜ジュース、
　　　　　　始めました。

実践！ダンドリよく仕事するための整理術
掲示板でも紹介した「段取りよく仕事をするための整理術」を、
今回はおさらいを含めてMIGZINE岩田が実践します！！

「いつか使うかも」と思った書類に
囲まれて、本当に必要な書類が埋
もれていませんか？
ある調査によると、オフィスにある
書類には必要なものが30%しかない
結果になったそうです。20%は保存
年限を決めて保存すべきもの、そ
のほかは捨てられるそうです。
しっかりと分別したなら、あとは思い
切って処分することも大切ですね。

他には担当者が不在の場合、必要
な書類がどこにあるか分からないと
困ります。
ミガロでは、事務処理標準化委員
会が製作した「棚管理システム」の
活用によって共有できそうですね。

整理整頓が大事なのは分かってるけ
ど、忙しくてつい後回しにしてしまう人
も多いと思います。一度優先順位を
上げてみてください。
整理整頓に使った時間なんて、すぐ
に取り返せます。

では、どんな方法で整理するればよ
いのでしょうか！？
以下の3つのキーワードに沿って取り
組みましょう。
キーワード①
帰宅時はパソコンと電話のみに！！
→毎日机の上をリセットすることで、
毎日必要なものだけをおくことが出来
ます。
　まずはここから初めてみてはいか
がでしょうか。左の写真は実践してみ
たところです！気持ちもすっきりしま
す。
キーワード②
誰でもわかる！！
→毎日机の上がリセットできたら、誰
でも分かるように整理します。
キーワード③
廃棄までのサイクルを決める！！
→いくら分類分けしたといっても書類
は増える一方です。要る書類も、いつ
まで要るのか、もう一度考えてみま
しょう。

この度、Vol.4号の発行に伴って
本紙MIGZINEをWEB公開させていただくことになりました。
営業推進の皆様、特に作業を担当してくださった奥村さんには、
WEB作成に多大なご協力いただきましたことを感謝いたします。
これからはWEBからもMIGZINEを宜しくお願いいたします。

10月13日全体会議～新入社員PJ報告～
　　　　7～9月の活動と10～12月の計画を報告

写真提供：福岡さん
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的にしっかり当ってます。

車載式の地震を体験できる
機械を積んだ「だいち」。貴
重な体験になりました！

アクセス方法

ミガロホームページ「会社情報」メニュー内の
「社内報」にてご覧いただけます。

メニューについて

MIGZINE最新号：

MIGZINEとは：

バックナンバー：

ご意見・ご要望：

最新のMIGZINEの説明と、
PDFがご覧になれます。
MIGZINEの説明と、編集者の
挨拶を掲載しています。
今まで発行されたMIGZINEを
ご覧になれます。
専用フォームから編集部へ
メッセージを送れます。

皆様のアクセスを
お待ちしております！！

毎日リセット

秋も深まるにつれて、
　　　　　街中でも色づき始めてきます。


