
こころ…
連続の新人の入社で会社に爽やかな風が
吹き、そして自分のこれからの50代もそう
生きたいと感じた年でした。
上甲社長

ダイエット成功しました。服のサイズが小さ
くなってうれしかったです！
山本部長

今年は年初にダイエットをする（メタボ対策
でやせることが目的ではなく体内脂肪解消
と健康のため）の目標を立てたため。
小牧課長

公私とも苦労した1年でした。　来年こそ
は、「苦あれば楽あり」でいい年目指しま
す。
尾崎課長

いろんなことが、露呈したため。
株本主任

今年一年を振り返ると、常に時間に追わ
れ、時間が無いと思っていたように思いま
す。来年は自分の時間も沢山取れるように
との希望も込めて。。。
福井主任

今年に限ったことではありませんが．．．
小杉主任

去年から始めた事を今年も一年飽きずに
継続できたから。
東さん

今年こそ、痩せるつもりが、ちょい肥えた
（お粗末）
八木沼さん

今年1年は正直に誠意を持って生きようと
思っている為。
田村さん

お客様と接する機会が増えました。
畑中さん

放置プレイの結果、大切なものを失くしてし
まったから（照）
前田さん

年初めの今年占いみたいなので準備期間
だ、という結果が出ました。その準備の準
を取って私の今年を表現してみました。
宮坂さん

問題や障害が次から次へとやってきて、い
つも追われていたから。
松尾さん

社会人になり、今までにないスピード感を
味わうことが出来ました。来年は更に加速
じゃ～～。
岩田さん

一人暮らしを始め、車を購入し、大学から
社会人へと生活環境が一変した年にふさ
わしい漢字でしょう！
福岡さん

仕事面で新たな作業に取り組むにあたり要
領を得ず自分自身かなり混乱してしまった
という意味をこめています。
鶴巣課長

仕事面では、新組織で仕事を始めたこと。
プライベート面では、今年結婚したことで、
能動的に動いた"動"。
岩井主任

本当に大変な1年だったので、家族や友人
に、だいぶ癒してもらいました。感謝の意を
込めて。
緑川主任

部署異動や引越しなど移動が多かったの
で移。
吉原さん

ドラゴンズの優勝・日本一。独特の落合采
配。
奥村さん

結婚＆転職して心機一転、という意味です。
青木さん

いろいろと転機な年だった為。
広地さん

23年間でこんなに移動（転勤、出張）してい
る年は無いので。
松村さん

内臓がやられたから。
西田さん

今年の4月に派遣社員から契約社員へとな
りました。
中嶋さん

疎遠な関係の友達と会って、充実した時間
を過ごしたため。
宮崎さん

何かと色々頑張った一年でした。
猪飼さん

良いことも、悪いことも色々なことが起こり
すぎて、対処してたら年末になりました。
藤原さん

主に近場でしたが、旅行した回数が例年よ
り多かった年だったので。
川合さん

転機…
時間… 格闘…

移動…

健康…

その他…

ミガロ社員が、自分自身の2007年を「漢字一文字」で表現しました。どんな漢字が飛び出すのでしょうか？
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こんな気持ちを持って
すごした一年。

体は資本です。
これからも大切に！！

時間は限られているだけに、
大切にしたいですね。

人の数だけ想いは違います。
個性出ています。

ミガロで一番多かった漢字は……
　　　　　　　　　　　　　　　「転」と「移」でした！！
しかしそれぞれ2票ずつと少なく、ミガロ社員それ
ぞれが様々な想いで2007年を過ごしていたことが
よく分かります。
来年はどんな一年になるのでしょうか？

春：17期が入社し、2Qスタート

夏：CodeGearデベロッパーキャンプで講演！

秋：第18回 iSUC静岡大会出展

Visual Query発売開始！

社員旅行！（詳細は次のページで☆）

健闘お疲れ様でした。

変化のある重要な年になりまし
た。来年はどんな年に！？

西へ東へ、これからも宜しくお
願いします。



今年の社員旅行は「チームワーク向上の旅」と題し、和歌山白浜へ・・・。
今回の社員旅行は新しいメンバーが増えて、とても楽しみにされていた方も多かったのでは！？
一日目はカレー対決＆黒竹民芸品作りの体験です。さらに大盛り上がりとなった夕食の様子をご覧ください。

カレーの食材がバス内にて決定！
鶴巣課長はいい食材をGETできたでしょうか？

ダウンしました･･･。

大丈夫かぁ？？？

これが本当のサプラ
イズバースデーカー
ドですね♪
おめでとう！！

2年連続ビンゴ1位の東さん。
社長よりプレゼントです♪

気合が空回り？
最下位の松村さん

チームワークの良さを発揮するかが勝負の
分かれ目です！

皆さん民芸品作成に集中しています。

もう無理です・・・。

俺に勝てるか！？

さぁ！盛り上がって
まいりましょ～♪

どのチームのカレーも
大成功でしたっ！

乾杯！
って全員座ってるし！！

景品をGETした
皆さんいい笑
顔でしたね♪

テレッ

関空を出たら「和
歌山県立白崎青
少年の家」へ

大阪本社を出発してま
ずは東京組のお迎えに
関空へ向かいます。

クイズ大会は楽
しめましたで
しょうか？
次はいよいよホ
テル到着です。

バス内にてクイズ大会



工場見学の後は道
成寺。さらにクエ鍋を
食べに行きます！！

★最後に★
当日お世話をしてくださったトップツアーのホリさん、運転手のヤマジさん。
企画・運営をしてくださったチームワーク向上委員会の田村さん、宮崎さん、東さん、西田さん。
とても楽しい旅行をありがとうございました！！！！

二日目は、深夜から既に始まっています。ある部屋ではマージャン大会、ある部屋では夜な夜な笑い声が耐え
ない飲み会が開かれたとか開かれていないとか。真相は不明です。でも、楽しかったのは間違いない！！
2日目のメインとなった梅干工房見学＆クエ鍋の様子をご覧ください。

一度お試しくださ
い！

じゃらじゃらと男たちの
夜は終わらない・・・。

朝食も食べて2日目も
楽しむぞ！

岩田さんダウンに続き財布を落とし
たそうです・・・。
（財布を見つけホッと安心。の様子）

500円でどーですぁ！！

道成寺へちょっ
と寄り道♪知る
人ぞ知る階段で
の熱戦が繰り広
げられました！

お腹が破裂寸前に
なるまでクエを食べ
つくしました！

やったね♪

クエとったどー！

色々とありがとうご
ざいました･･･。

いえいえ、お疲れ
様でした。

一番チームワークが良かったチームは、
Cチームでした。集合時間、カレー作りと
もに好成績でした。おめでとうございま
す。これからもチームワークを大切に♪

ホテルを出たら円月島を経
由してとれとれ市場へ！

お腹いっぱいで、
帰路に着きます。
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　 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

毎日、5キロ、走ってます。

■松村編集長 いつもMIGZINEをご愛読いただきありがとうございます。
トップ記事にて特集した「あなたの2007」は、皆さん様々な想いがあり、編集者としても楽し
める内容でした。　社員旅行の様子は[カレー作り対決][ビンゴ大会][クエ鍋]…と当日の
様子を思い出していただけたのではないでしょうか？　「第2回Let'sクリエーション」では若
手が大健闘！！　「一歩会」記事では改めて社長の熱い気持ちも確認いただけたのでは
ないでしょうか。
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！
引き続きMIGZINEを宜しくお願いいたします！■宮坂アドバイザー

　地味に、じみ～にがんばっ
てLet'sクリエーションで2位に
なりました。以前も2位でし
た･･･きっと次回も2位です！
＿|￣|○

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

11月29日IBM名古屋事業所、12月5日IBM大阪事業所で『一歩
先行くi5活用セミナー』を開催しました。
昨年7月19日に第1回目をIBM飯倉事業所で開催してから、今
回のセミナーで第6回そして第７回目を数えます。
もともと、i5向けソフトウェアツールならびに周辺機器を提供し
ているベンダーが、1社単独でお客様に情報提供するよりも、
それぞれの得意分野の情報を合同で提供したほうが喜んでい
ただけるのではないかと考え、始めたセミナーです。
名古屋では36名、大阪では40名のお客様が参加され、7回合
計でセミナーご出席者は380名にのぼります。
参加いただいたお客様、そして協力いただいたIBMならびに
IBM BPの皆様に大変感謝しています。

１
２
月
注
意
月
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岩田「名古屋風！？八丁味噌鍋☆」
鍋の後の味噌煮込みうどんがまた格別！

11月30日、道頓堀ドラゴンボウルで開かれた
今回のLet'sクリエーション♪2回目となりボー
リングも定着。今回は3つのチームに分かれた
対抗戦！！
さあ、勝つのはどのチーム！？

ミガロセミナー講師は岩井主任
JACi400のすばらしさを伝えます！

Aチーム
上甲社長、前田さん
岩田さん、福岡さん

Bチーム
小牧課長、畑中さん
田村さん

Cチーム
尾崎課長、松尾さん
宮坂さん

優勝のCチーム！！

松村「塩ちゃんこ鍋☆」
鶏つみれにこだわりました！

岩田がお届けする鍋は「八丁味噌鍋」です！
出身が愛知ということで、久しぶりに八丁味噌
を使った料理に挑戦。鍋をダシからちゃんと
作るなんて初めてですが、上々の出来栄え！

作り方は、ダシをとって醤油少々、八丁味噌
を適量入れてスープは完成！
注目はタラと餅。タラは味噌に良くあってホク
ホクです。餅はよく伸びますよ～。
鍋の後は味噌煮込みうどんに進化！
1回で2度おいしい☆お試しあれ！

ついにスコア180台きたーぁ！！

　あっという間の1年間！…
というには早いかもしれません

が、さぁさ張り切って

　　ラストスパート！！

あれ？前回のスコ
アが見えてるね＾＾

松村が今回お届けする鍋は「塩ちゃんこ
鍋」です！
ちゃんこ自体作るのは初めてですが、なか
なかこだわって作ってみました！

こだわりのポイントは2点！
まず鶏つみれです。実はこのつみれにはモ
チを入れています。食べるとモチが口の中
でトロ～りとろけます。
もう一つのこだわりポイントはうさちゃん人
参です♪ここであえてかわいらしさを演出し
てみました。

明石弁護士先生のお話しの様子

結果発表★
注目の第1位は…Cチーム！！
　中間発表でも1位！安定したスコアが勝利へとつながりまし
た！！
健闘した第2位は？…Aチーム！！
　惜しい！追い上げましたが逆転ならず。
残念！第3位は？…Bチーム！！
　2ゲーム目のスタートダッシュの追い上げも届かず。。。

個人成績★
1位：岩田さん、2位宮坂さん、3位：福岡さん！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若手勢が占めました！！

ゲーム前の一枚！皆さんやる気十分です。

サンタ出没注意


