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営業部　誘致二課　主任　池本　奈穂

A

A 特に、ここ数年増えていますね。周年やキックオフの
イベントが、社内のモチベーションやコミュニケー

ションを活性化するために効果的だと認識されてきたから
でしょう。

理由は大きく3つあると思います。1つめは施設の
キャパシティ。5階のメインホールを活用すれば、

2,700名規模の式典が開催できるので一度に多くの社員
様を集めることができます。大企業だと全国に支社や支
店があるので、それなりの器が必要ですから。さらに、
1,500～2,000人規模の式典と懇親会をセットで開催で
きるのも大きな強み。メインホールで講演会や表彰式を行
い、イベントホールに移動してパーティを開催する…移動
時間のロスが少ないんです。パーティをもっと華やかにし
たければ、隣接するリーガロイヤルホテルを活用すればい
いわけです。

企業の周年行事やキックオフイベントは、
よく開催されるのですか？Q

なぜ大阪国際会議場が
選ばれるのでしょうか？Q

A やはり、予約の早さがポイントですね。通常は会場
もホテルも1年前に予約されるケースが多いので

すが、近頃はホテルの確保も難しいため、理想は2年前で
しょう。実際のプログラム構成などは1年前のスタートで
良いんです。会場とホテルだけを2年前に押さえておく。
それだけで全てがスムーズに運びますよ。

ホテル確保をはじめイベントを
スムーズに開催する
コツはありますか？

Q

A そうです。2つめの理由は「格式のあるスペース」
であること。大阪府立の国際会議場というフォー

マルな空間であり、サミット財務大臣会合も開催された
という格式が、社員様の高揚感につながります。周年
行事やキックオフイベントは、企業の士気を高める大切
な機会ですから。そして3つめの理由は利便性。中之島
はホテルの数も多く公共交通機関も充実しており、関
西はもちろん、全国の社員様を招集しやすいロケーショ
ンです。

プログラムが自由に組みやすい
環境が整っているのですね。Q

企業の周年行事やキック オフイベントを
グランキューブ大阪で。

士気を高めるイベントに
大阪国際会議場が選ばれる理由。

営業部
からの
メッセージ
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A はい。大中小の会議室やメインホール、
イベントホール、そして隣接するホテル

…恵まれたキャパシティや環境を活用して、あ
らゆるシチュエーションに応じたアイデアをご
提案します。もちろん少人数での企画も大歓
迎です。当日を迎えるまで責任を持ってサポー
トするのも、私どものモットー。多くの主催者
様に「次回もぜひグランキューブ大阪で」と
言っていただいています。2017年～2018年の
会場予約も着々と埋まりつつあるので、是非
お早めにご相談ください。

わからないことは、
何でもまず聞いてみれば
良さそうですね。

Q

A もちろんです！例えばキックオフイベントにおける表彰式や
報告プレゼンテーションなど、映像、照明や音響でドラマ

チックに演出すれば、社員様の方々のモチベーションもぐっと上が
ります。グランキューブ大阪は舞台演出のプロ集団と提携して舞台
づくりをお手伝いしており、どんなご要望にもお応えしますよ。

イベントを盛り上げたり、
印象的な演出をすることは
できますか？

Q

A 特に周年行事などは、毎年行うものではないので主催者様も
未経験な場合がほとんど。よく「どんなことをすれば良いので

すか？」と聞かれます。まずはイベントの目的、企業の社風、大まかなイ
メージ…などをお伺いした上で、会場の使い方を一緒に考えたり、必
要であればイベンターや代理店など専門業者を紹介したりします。

プログラムの内容について
相談できますか？Q

こ
れ
ま
で
の
開
催
事
例

企業の年頭全社大会で約10年
間お世話になっていますが、会場
備品が当初と変わらずいつも綺麗
で使いやすい会場です。スタッフ
の方にも丁寧に相談に乗ってい
ただき、本番も安心して迎えられ、
制作会社として他のクライアント
の方々にもお薦めできる会場だと
思います。

安心して「お薦め」できる
会場です

創立９０周年および１００周年記念
式典会場として使用させていただき
ました。明るく広い空間で、ゆったり
とした気分で行事を行うことができ
ました。スタッフの方々に丁寧に対
応していただき助かりました。

品格ある
記念式典ができました

今宮工科高校　校長
山崎　晃昭様

ティーツーアール　
浜口　容子様

社会医療法人寿楽会大野記念
病院の創立90周年記念講演会
会場として、お世話になりました。
招待者の多くの方に、この会場迄
の交通の利便性とホテルとも直
結されている大変利用しやすい施
設ということで、大変喜んでいただ
くことが出来ました。

自信を持ってご招待できる
便利で格式ある会場です。

医療法人寿楽会　
大野記念病院

メインホールだけでなく各控え室の設
営など、担当の方の細やかな心配り
に感謝致しております。数回に渡る会
場の下見や打ち合わせにも快く応じ
ていただき、当日も舞台技術の方々
のご協力のもと、無事終了できまし
た。アクセスも良く、設備も整っている
ので約2000人の大会参加者の
方々にも大変喜んでいただきました。

担当者の対応、アクセス、
設備…  全てに満足です

主催
者
の声

大阪教区仏教婦人会連盟
梅園　充子様

2014年11月03日
「大阪府立今宮工科高等学校100周年記念式典」

2015年3月3日
「大阪教区仏教婦人会連盟結成５０周年記念大会」

2014年12月26日
「コムエンスグループ 創立４５周年記念式典・懇親会」

2014年4月12日
「医療法人寿楽会 大野記念病院 創立90周年記念講演会」

企業の周年行事やキック オフイベントを
グランキューブ大阪で。
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グランキューブ大阪の

手術は、がんをはじめとする
多くの疾患の根治療法であ
り、近年わが国における手
術数は著明に増加していま
す。日本手術医学会は、外科
系／麻酔科医師、手術室看
護師、臨床工学技士、薬剤
師、診療放射線技師など、手
術という医療に関わるあら
ゆる職種が集う学会です。
本総会では、教育、研究、臨
床を3本の柱としてプログラ
ムを組み立て、また、日本手
術看護学会や日本環境感染
学会JHAIS委員会とのジョ
イントプログラムも企画して
います。さらに、企業展示が
充実しているのも本学会の
特徴であり、最先端の医療機器・材料や情報に触れていただくことが
できます。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
（第37回日本手術医学会総会  会長  大阪大学大学院医学研究科
保健学専攻  教授  梅下 浩司）

Disney on CLASSIC 2015
～まほうの夜の音楽会2015

珠玉の名曲たちが夢の世界へ誘う「ディズニー・オン・クラシック」。
「I Love You ～きせきの言葉」をテーマとする今回は、アニメ史上初
のアカデミー賞®作品賞にノミネートされた「美女と野獣」新演出版
が登場します。そしてもうひとつの目玉が、SF界の金字塔「スター・
ウォーズ」シリーズ。第1回からタクトを振るブラッド・ケリーは多くの
ディズニーソングを手掛けてきたエキスパートで、日本の聴衆の心を
つかむのはお手のもの。THE ORCHESTRA JAPANとともにどん
なハーモニーを紡ぎだすのでしょうか。ファンタジックな特殊効果を
盛り込んだステージも文字どおり“まほうの夜”の再現。関西公演は
グランキューブ大阪からスタート！
（（株）キョードー  大樂 佑介）

ディズニー音楽で綴る、まほうの一夜
2015年10月30日（金）～11月1日（日）

第37回日本手術医学会総会

これから開催される学会・イベントをご紹介します。

～教育・研究・臨床の三位一体で　
　手術医療の未来を拓く～

2015年10月2日（金）・3日（土）

IEEE GCCE 2015

2015 IEEE 4th Global Conference on 
Consumer Electronics

2015年10月27日（火）～ 30日（金）

第45回を迎える本学会のテーマ
を「往古来今」とさせていただきま
した。
「往古来今」とは、過去・現在・未
来を表し、その時間的・空間的な
限りない広がりを意味するもの
です。脳波・筋電図を中心とする
電気生理を中核とする神経生理
学のすばらしさを再認識してい
ただき、神経生理学の発展に寄
与できる学会にしたいと考えて
おります。海外からも著名な先
生方を招待し、特別講演、招待
講演などの多彩な企画の中で、
神経生理学の歴史的な展望から

今後の展開までを実施運営させていただく予定です。
また、同時開催として第52回日本臨床神経生理学会技術講習会も
実施いたします。
例年よりゆったりと広い会場をご用意いたしましたので、多数のご参
加を衷心よりお願い申し上げます。
（第45回日本臨床神経生理学会学術大会  会長  関西医科大学  精神神経
科学教室  教授  木下 利彦）

第45回日本臨床神経生理学会学術大会
同時開催：第52回日本臨床神経生理学会技術講習会

「往古来今」
2015年11月5日（木）～7日（土）※技術講習会は11月6日（金）・7日（土）

世界最大の電気・電子分野の学会IEEE（本部・米国）の家電部門
Consumer Electronics Societyは、本年も毎年開催する国際会議
「IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)」を開
催します。
GCCEは、米国のConsumer Electronics Show（CES）と同時期に開
催している国際会議IEEE International Conference on Consumer 
Electronics（ICCE）の姉妹会議です。
民生用電子技術・家電技術全般を取り扱うIEEE主催の国際会議とし
て、この分野で活躍する全世界の研究者や技術者が集い、50余りの口
頭講演セッション・２つのポスターセッション・デモセッションを通じ、
最新の研究発表や情報交換の場を提供することを目的としています。
発表には世界20ヶ国から250件を超える研究発表と例年400名余り
の参加者があります。また、2件の基調講演、3件のTutorialセッションを
予定しており、研究成果はIEEEの国際会議講演抄録集として公表さ
れ、更に内容を充実させることで論文誌に掲載されるものも多いです。
（IEEE GCCE 2015 実行委員会）

PICK UP
10月以降のプログラム
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グランキューブ大阪の 学会・イベント

2015年度障がい者の働く場
パワーアップフォーラム

障がいのある方が働く福祉事業所の職員を対象に、ヤマト福祉財団
が開催するパワーアップフォーラム。大阪会場は台風にも関わらず約
130名の方が参加しました。当財団は、障がい者が働きがいのある仕
事で給料を獲得し、豊かで幸せな人生を送れるように「経済的自立力
を備えた新しい福祉」活動を推進。その一環である本フォーラムは「障
がいのある人のディーセントワーク」、「ヤマト福祉財団小倉昌男賞」
受賞者の講演、障がい者の高賃金実現のために福祉事業所の職員が
学ぶ「夢へのかけ橋実践塾」の塾長報告など盛りだくさんのプログラ
ムで開催。今年は農業分野の取り組みにも焦点を当て、障がい者の夢
への実現に向け参加者一同が情報を共有しました。
（公益財団法人　ヤマト福祉財団  広報担当 本田 洋市）

経済的自立力を備えた新しい福祉に向かって

保育の質を高めるために、
近畿地区の私立幼稚園の先生達の研修会を開催

2015年7月17日（金）

2015年の春以降に開催された学会やイベントの一部をご報告します。

近畿地区私立幼稚園教員研修大会
大阪大会

“子どもの『今』に寄り添い、子どもと『未来』をきずく”のテーマの下
に、私立幼稚園の先生達1142人が集まり研修会が実施されました。
記念講演では、スキージャンプメダリストの葛西紀明氏に、「夢は努力
でかなえる」とのテーマで、努力を支えてくれる家族やライバルの存在
の意味を話していただきました。
基調講演では、白梅学園大学学長の汐見稔幸氏に「新制度時代を念
頭に置いた保育の内容・質をめぐって」と題し、生活の変化や世界の
考え方を紹介し、知識量だけではなく自分で考え工夫する力などを育
てることの必要性をお話しいただきました。
翌日は府県の代表から、各園の保育実践の報告があり、それを元に話
し合いを行いました。
夏休みに入って早々ですが、2学期の保育を考えるとても良い機会に
なりました。
（一般社団法人 大阪府私立幼稚園連盟  教育研究委員長  邨橋 雅広）

2015年7月22日（水）・23日（木）

Good Livingフォーラム2015

（株）LIXILは建築関連のプロユーザー様を対象に、「いい住まい・いい
暮らし」をつくるためのビジョン、商品とソリューションをご紹介させて
いただく場としてGood Livingフォーラム2015を開催しました。本セミ
ナーは本年度に全国13カ所で開催し、大阪会場では500名を超える
プロユーザー様が参加しました。セミナーでは国内最高の断熱性能を
実現した高性能樹脂窓「エルスターＸ」をはじめとした新商品と、国策
に対応したサービスや取り組みについてご紹介。特別講演ではパッシ
ブハウスジャパン理事の松尾和也氏を講師に迎え、これからの住宅
の断熱性能についての講演をおこない大好評となりました。LIXILは
これからも豊かで快適な住環境づくりをご提案していきます。
（（株）LIXILジャパンカンパニー  セールス＆マーケティング本部 マーケティング部）

高性能窓を通じて
これからの住宅を考える

2015年6月16日（火）

薬ヒグチ
カテゴリーマネジメント研修会

カテゴリーマネジメント研修
会は年2回、春夏商品と秋冬
商品をお客様の立場にたって
提案しています。提案方法は
それぞれの売り場ごとにブー
ス形式で行っており、各ブース
では各メーカー・仕入先の担
当者より説明を行ってもらっ
た後、不明な部分や疑問点を
質問するという質疑応答を含
めた研修会です。

お客様の立場に立った売り場提案！
2015年8月27日（木）

（ヒグチ産業株式会社  大阪営業所長  濱田 誠）

REPORT
開催されたプログラム
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　 「学園天国」などという半分冗談のようなタイトルで特
集を組んだのは第12号でのこと。中之島やその周辺の学
校を取り上げたのだが、正確には大学のサテライトキャン
パスの特集と言った方がいいだろう。実際、中之島に大学
サテライトは多かった。グランキューブ大阪からもほど近い
大阪大学中之島センターを筆頭に、この号では慶應大学、
大阪経済大学、関西大学、阪南大学、大阪府立大学、大阪
芸術大学、立命館大学のサテライトキャンパスを紹介して
いる。残念ながらそのほとんどは中之島から離れてしまっ
たのだが…。
　これらは社会人向け講座の開催などが中心で、厳密には
「学校」ではない。学生や生徒が通うという意味での「学校」
は、中之島5丁目にあった大阪市立扇町高校が2010年に閉
校して以来、中之島にはなくなってしまった。

　それでもなおやはり中之島を「学園天国」と呼びたいのは、
その歴史をふり返ってみると明らかだ。明治維新以降、中之島

にはとにかくたくさんの学校が建てられた。これらのうち、そ
の名残を現在の中之島にも残すものをいくつか紹介しよう。
　堂島川の南沿いの遊歩道に「大阪府師範学校跡」の石碑
が立っている。明治10年（1877）、久留米藩屋敷跡（現・中
之島4丁目）に新設されたもので、当初はもう一つ、大阪府
第一番中学校が同じ敷地に建っていたようだ。大阪府師範
学校と言えば、現在の大阪教育大学の前身である。同大学
の卒業式が例年グランキューブ大阪を会場に行われている
というのは、こうした地縁もあってのことだろう。ちなみに、
大阪府第一番中学校はその後、改称・移転して現在の北野
高校へとつながる。この時期は日本における学校制度の黎
明期でもあるため、名称変更や統合などがとにかく多いの
だが、一時期とは言えこの２校が中之島にあったというのは
なかなか興味深い。

　同じく堂島川南沿いの遊歩道に「大阪大倉商業学校跡
地」の石碑もある。明治40年（1907）、大倉喜八郎が私財を
投じて旧常安町（現・中之島4丁目）に建てたもので、これが

後に関西大倉中学・高校と
なる。また、石碑などはない
ものの、前述の大阪府師範
学校女学科から独立する形
で明治19年（1886）に創立
し、何度かの改称を経て誕
生したのが大阪府女学校。
明治35年（1902）に堂島浜
へ移転し、これが戦後になっ
て府立大手前高校となる。大
阪きっての名門公立校は、実
は中之島にルーツがあり、し
かも女学校だったのだ。

　こんな風に、中之島にあった学校の歴史を掘り起こせば
それこそ枚挙にいとまがない。だが、一番中之島との関係
性が深いのはやはり大阪大学だろう。医学部と理学部から
なる大阪帝国大学が誕生したのは昭和6年（1931）のこと。
しかし、その原点は天保9年（1838）に緒方洪庵が開いた私
塾「適塾」であり、洪庵の子息や弟子たちが明治新政府と共
に創設した大阪仮病院や大阪医学校が、多くの変遷を経て
大阪帝国大学へとつながった。中之島に移ってきたのは明
治12年（1879）、大阪公立病院と名前を変えた時のこと。広
島藩の蔵屋敷跡に病院を新築した。そこから始まり現在も
大阪大学中之島センターがあることを思えば、120年以上に
わたって阪大は中之島に拠点を置いているわけだ。こうした
経緯から、中之島の学校と言えば阪大、阪大と言えば医学
部か理学部ということになる。しかし、実はもう一つあるの
をご存じだろうか。
　明治29年（1896）、旧玉江町（現在の中之島５丁目）に東
京に次ぐ全国で2番目の官立工業学校として大阪工業学校
が設立された。明治34年（1901）に大阪高等工業学校、昭
和4年（1929）には旧制官立大学である大阪工業大学と名
を変え、さらにその4年後には大阪帝国大学へと統合され
ることになり、これが大阪帝国大学工学部の基礎を築いた
のである。もっとも、大阪帝大統合前の大正11年（1922）に

は都島への校地移転を完了しているから、「大阪帝大」とし
て中之島にあったわけではないのだが。

　ところで、この大阪高等工業学
校には当時日本では唯一の「醸
造科」が設置されていた。そのた
め全国の清酒や醤油醸造業者の
子弟が集まり、切磋琢磨して日本
の醸造業の近代化に大きく貢献
したという。中でも有名なのはＮ
ＨＫの朝の連続テレビ小説で一
躍注目を浴びた、「マッサン」こと
竹鶴政孝だろう。
　竹鶴の自伝である『ウイスキー
と私』（ＮＨＫ出版）には、学生時
代のことはほとんど書かれていない。「私は酒屋という古め
かしい商売には抵抗を感じながらも学問的な興味も手伝っ
て、大阪高等工業（現在の大阪大学）の醸造科を受験して
入学した」といった記述があるくらいである。それでも、同
級生たちが残した記録などから、柔道部に所属したことや
頭脳明晰で知られたことなどがわかっている。
　醸造科を卒業した竹鶴は、イギリス・スコットランドのグ
ラスゴー大学に渡り、本格的にウイスキーづくりを学ぶこと
になる。その際に携えた卒業証書はもちろん大阪高等工業
学校のもので、当時の校長に頼んで英文のものを作成して
もらったそうである。また、日本に帰国した竹鶴のキャリア
の第一歩となる大阪の摂津酒造に入社したのは、大阪高等
工業学校の先輩にあたる岩井喜一郎がいたためである。
ジャパニーズ・ウイスキー誕生までの長い道のりの入口に、
実は中之島も（少し）関係してい
たのである。
　ちなみに、竹鶴をはじめとする
大阪高等工業学校醸造科につい
てや、サントリーの創始者である
鳥井信治郎や第２代社長の佐治
敬三と大阪大学の関係について
は、大阪大学が発行する『阪大
ＮＯＷ』143号・144号で詳細に
書かれている。興味のある方は
手に入れてみてほしい。

中之島は「学園天国」。
明治時代には、マッサンも学んでいた。

中之島に多い大学サテライト。

明治維新以降、中之島には
学校が続々と建った。

2008年8月に創刊した中之島のフリーマガジン。歴史、建
築、人などさまざまなテーマを特集。毎月1日発行、グラン
キューブ大阪ほか、京阪電車主要駅や書店などで配布中。

『月刊島民』 Vol.12　2009 7/1
学校（１）

文／大迫 力（月刊島民プレス）

中之島の人気フリーペーパーとのコラボ企画

中之島的
聖地巡礼

第4回
月刊島民がおくる

『月刊島民』とは…

扇町高校 石碑　師範学校跡

その
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　 「学園天国」などという半分冗談のようなタイトルで特
集を組んだのは第12号でのこと。中之島やその周辺の学
校を取り上げたのだが、正確には大学のサテライトキャン
パスの特集と言った方がいいだろう。実際、中之島に大学
サテライトは多かった。グランキューブ大阪からもほど近い
大阪大学中之島センターを筆頭に、この号では慶應大学、
大阪経済大学、関西大学、阪南大学、大阪府立大学、大阪
芸術大学、立命館大学のサテライトキャンパスを紹介して
いる。残念ながらそのほとんどは中之島から離れてしまっ
たのだが…。
　これらは社会人向け講座の開催などが中心で、厳密には
「学校」ではない。学生や生徒が通うという意味での「学校」
は、中之島5丁目にあった大阪市立扇町高校が2010年に閉
校して以来、中之島にはなくなってしまった。

　それでもなおやはり中之島を「学園天国」と呼びたいのは、
その歴史をふり返ってみると明らかだ。明治維新以降、中之島

にはとにかくたくさんの学校が建てられた。これらのうち、そ
の名残を現在の中之島にも残すものをいくつか紹介しよう。
　堂島川の南沿いの遊歩道に「大阪府師範学校跡」の石碑
が立っている。明治10年（1877）、久留米藩屋敷跡（現・中
之島4丁目）に新設されたもので、当初はもう一つ、大阪府
第一番中学校が同じ敷地に建っていたようだ。大阪府師範
学校と言えば、現在の大阪教育大学の前身である。同大学
の卒業式が例年グランキューブ大阪を会場に行われている
というのは、こうした地縁もあってのことだろう。ちなみに、
大阪府第一番中学校はその後、改称・移転して現在の北野
高校へとつながる。この時期は日本における学校制度の黎
明期でもあるため、名称変更や統合などがとにかく多いの
だが、一時期とは言えこの２校が中之島にあったというのは
なかなか興味深い。

　同じく堂島川南沿いの遊歩道に「大阪大倉商業学校跡
地」の石碑もある。明治40年（1907）、大倉喜八郎が私財を
投じて旧常安町（現・中之島4丁目）に建てたもので、これが

後に関西大倉中学・高校と
なる。また、石碑などはない
ものの、前述の大阪府師範
学校女学科から独立する形
で明治19年（1886）に創立
し、何度かの改称を経て誕
生したのが大阪府女学校。
明治35年（1902）に堂島浜
へ移転し、これが戦後になっ
て府立大手前高校となる。大
阪きっての名門公立校は、実
は中之島にルーツがあり、し
かも女学校だったのだ。

　こんな風に、中之島にあった学校の歴史を掘り起こせば
それこそ枚挙にいとまがない。だが、一番中之島との関係
性が深いのはやはり大阪大学だろう。医学部と理学部から
なる大阪帝国大学が誕生したのは昭和6年（1931）のこと。
しかし、その原点は天保9年（1838）に緒方洪庵が開いた私
塾「適塾」であり、洪庵の子息や弟子たちが明治新政府と共
に創設した大阪仮病院や大阪医学校が、多くの変遷を経て
大阪帝国大学へとつながった。中之島に移ってきたのは明
治12年（1879）、大阪公立病院と名前を変えた時のこと。広
島藩の蔵屋敷跡に病院を新築した。そこから始まり現在も
大阪大学中之島センターがあることを思えば、120年以上に
わたって阪大は中之島に拠点を置いているわけだ。こうした
経緯から、中之島の学校と言えば阪大、阪大と言えば医学
部か理学部ということになる。しかし、実はもう一つあるの
をご存じだろうか。
　明治29年（1896）、旧玉江町（現在の中之島５丁目）に東
京に次ぐ全国で2番目の官立工業学校として大阪工業学校
が設立された。明治34年（1901）に大阪高等工業学校、昭
和4年（1929）には旧制官立大学である大阪工業大学と名
を変え、さらにその4年後には大阪帝国大学へと統合され
ることになり、これが大阪帝国大学工学部の基礎を築いた
のである。もっとも、大阪帝大統合前の大正11年（1922）に

は都島への校地移転を完了しているから、「大阪帝大」とし
て中之島にあったわけではないのだが。

　ところで、この大阪高等工業学
校には当時日本では唯一の「醸
造科」が設置されていた。そのた
め全国の清酒や醤油醸造業者の
子弟が集まり、切磋琢磨して日本
の醸造業の近代化に大きく貢献
したという。中でも有名なのはＮ
ＨＫの朝の連続テレビ小説で一
躍注目を浴びた、「マッサン」こと
竹鶴政孝だろう。
　竹鶴の自伝である『ウイスキー
と私』（ＮＨＫ出版）には、学生時
代のことはほとんど書かれていない。「私は酒屋という古め
かしい商売には抵抗を感じながらも学問的な興味も手伝っ
て、大阪高等工業（現在の大阪大学）の醸造科を受験して
入学した」といった記述があるくらいである。それでも、同
級生たちが残した記録などから、柔道部に所属したことや
頭脳明晰で知られたことなどがわかっている。
　醸造科を卒業した竹鶴は、イギリス・スコットランドのグ
ラスゴー大学に渡り、本格的にウイスキーづくりを学ぶこと
になる。その際に携えた卒業証書はもちろん大阪高等工業
学校のもので、当時の校長に頼んで英文のものを作成して
もらったそうである。また、日本に帰国した竹鶴のキャリア
の第一歩となる大阪の摂津酒造に入社したのは、大阪高等
工業学校の先輩にあたる岩井喜一郎がいたためである。
ジャパニーズ・ウイスキー誕生までの長い道のりの入口に、
実は中之島も（少し）関係してい
たのである。
　ちなみに、竹鶴をはじめとする
大阪高等工業学校醸造科につい
てや、サントリーの創始者である
鳥井信治郎や第２代社長の佐治
敬三と大阪大学の関係について
は、大阪大学が発行する『阪大
ＮＯＷ』143号・144号で詳細に
書かれている。興味のある方は
手に入れてみてほしい。

大阪大学工学部のルーツが
中之島にあった。

マッサンも学んだ
大阪高等工業学校醸造科。

石碑　大倉商業跡
竹鶴政孝。渡英前のポートレート

『阪大NOW』は、大阪大学のホームページからバックナンバーのPDFをダウンロードすることもできる
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/publicrelation/now

大阪工業学校
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ビジネスコーナー

ビジネスセンター

　11階の「ビジネスセンター」は、学会やイベント開催に伴うあらゆるサービスをご提供する施設。2階の「ビジネスコー
ナー」はインターネットが利用できる気軽なパソコンコーナー。主催者様にも、ご来場のお客様にも、便利に使っていた
だけるビジネスサポートが、グランキューブ大阪の館内に2カ所あります。

　学会やイベント開催に当たって必要な、あ
らゆるサポートを行うビジネスセンター。例えば
出力やコピー、製本、名刺のスピード印刷、ラ
ミネート加工やファクシミリサービス…資料や
準備書類の手配がここで整います。またノート
パソコンやコピー機などを貸し出すレンタル
サービスは、お客様の控え室にIT環境を作
ることが可能。さらに催事用のお荷物を無料
でお預かりしたり、ひと通りのステーショナリー
が揃った「文房具販売コーナー」を設けてい
たりと、まさに“かゆいところに手が届く”オー
ルマイティなサービス施設です。必要なものや
お困りごとがあれば、まずはご相談ください。

ビジネスシーンをサポートする
2カ所の便利スペース。

Business
Center

　2015年6月、2階ロビーに「ビジネスコーナー」を新しく開設し
ました。ロビーの雰囲気をこわさないガラス張りのボックスが3つ
並んだコーナーです。ボックスにはパソコンを各1台設置してお
り、誰でも自由にインターネットが利用できます。会議やセミナー
に出席前後のメールチェック、書類整理、プレゼンテーションの
情報収集など幅広くご活用ください。ご利用は無料ですが、多
くのお客様に使っていただくため、長時間の独占はご遠慮いた
だくようお願いいたします。

サービスメニューの一例

■パソコン使用・出力
•パソコン使用…￥108／10分
•インターネット使用料
　…￥216円／10分
•カラー出力（B5~A3）…￥92／片面
•モノクロ出力（B5~A3）…￥22／片面
■ファクシミリサービス
•受信（国内・海外）
　…￥65／1ページ
•国内送信（通話料込み）
　…￥108／1ページ
•海外送信（通話料別途）
　…￥205／1ページ

■セルフコピー
•カラー（B5~A3）…￥92／片面
•モノクロ（B5~A3）…￥16／片面
■スピード名刺
•片面モノクロ…￥3,670／100枚
•両面モノクロ…￥5,760／100枚
■製本
•中とじ…￥162／1冊
•テープ・リング・シェア・くるみ
　…￥324／1冊
■ラミネート加工
•カード…￥108／1枚

ビジネスセンター［大阪府立国際会議場11階］
営業時間／8：30～19：00
TEL／06-4803-5570　FAX／06-6225-9661
E-MAIL／info@bizplus.jp

•B5&A4…￥410／1枚
•B4&A3…￥626／1枚
■大型出力（マット紙）
•A0…￥4,400
•A1…￥3,600
•B1…￥4,000
■レンタルサービス
•ノートパソコン…￥14,040／1日
•コピー機…￥59,400／1～5日
•レーザーファックス
　…￥27,000／1～3日
•インクジェットプリンタ…￥9,504／1日

Business Corner

パソコンコーナー文具販売コーナー
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ビジネスセンターで働く私たちの好きな場所

7階・8階の廊下壁面を
リニューアル。
　このたび7階と8階における会議室周辺の廊下
を塗装、綺麗に生まれ変わりました。グランキュー
ブ大阪で使用する塗料は、シックハウス症候群の
原因となるホルムアルデヒドの放散が最も少ない
［F★★★★］（Fフォースター）。お客様の健康面
に配慮した環境づくりを心がけています。

まだまだ残暑が厳しいから2階OIC CAFEでクールダウン。
　9月に入っても猛暑の勢いは衰えず…そんな時には冷たいスイーツや飲み物で涼むべし。ひん
やり系メニューの豊富なOIC CAFEで、ちょっと休憩しませんか？

中之島はNASA？
もっと昔は
適塾もあったね

みずみずしいスイカ
生ジュースは期間限
定の人気商品です。
すぐ売り切れるので
お早めに。

あんこやアイスクリー
ムがどっさり入ったわ
らびもち。まるで和風
パフェ。
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そ
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モ
チ
ロ
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あ
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し
ね…

ノンノン！

ナニ？ 

NASAは

アメリカ航空宇宙局の

ことだって？

　私の勤めるビジネスセンターに
は窓がありません。だから館内で
も空が見えたり、緑があったり、開
放感のある場所がお気に入り。例
えば、枯山水風のアートが水の中
に浮かぶ12階の屋上庭園。またプ
ラザステージ横の「憩いの広場」も
ランチタイムや休憩によく利用しま
す。グランキューブ大阪には癒しス
ポットが意外にあるんですよ。

　毎朝出勤する時に、グラン
キューブ大阪を見上げ「ここで働
いているんだなぁ」と誇らしい気
持ちになります。そう、私は外観
を含めた建物全体が大好き。建
築に詳しいわけではありません
が、黒川紀章さんという高名な方
が設計したこの施設の存在感は
さすがだと思います。

株式会社ビズプラス  長浦　加奈 株式会社ビズプラス  鄭　詩織

ブドウ、オレンジ、グア
バ、ピーチ、マンゴー
の入ったミックス
ジュース（左）オレン
ジジュース。

コーヒー、カフェラテ、
ココアのフロート系
も、暑い夏にはうれし
いドリンク。

中
之
島
に
は
か
つ
て

阪
大
医
学
部
や
工
学
部
�

理
学
部
�さ
ら
に
は

教
育
大
の
前
身
で
あ
る

師
範
学
校
ま
で

あ
�
た
ん
だ
�
て
�

まさに

NAS
A

チッチッ

説明しよう！ ウ
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アカデミックで エリア

スタイリッシュな
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あみだ池筋

中
之
島
通

土佐
堀
通

京阪中之
島線

な
に
わ
筋

中之島

堂島リバーフォーラム

リーガロイヤル
ホテル

渡辺橋ABCホール

大阪市立科学館

国立国際美術館

※アクセス「約○分」はすべて徒歩時間です。

大阪国際会議場前、堂島川に浮かぶ水上デッキ「4SEASON 
TERRACE」。季節ごとに工夫をこらしたBBQスタイルは、手ぶらがありが
たいとビジネスマンに大好評。この夏のコンセプトはメキシカン。ビールとス
パイシーな料理を味わいながら、シマの夜景に酔ってください。

メキシカンBBQ＆ビアテラス
中之島に来たなら、夜は水上ビアテラス。

graf studio

中之島に活動拠点を置くクリエイティブユニット「graf」。オリジナル家
具や照明が販売されているショップの一角には、主催するマーケットに
も出品している生産者の方々のグローサリーコーナーがあります。小豆
島を始め全国の生産者との交流から生まれたコラボ商品は、grafが
パッケージデザインを手がけたものも。最近ではつくり手を招いたワーク
ショップも盛んで、一部は併設のカフェで実際に味わえます。

生活を豊かにするクリエイターのセレクトフード。

■DATA　住所／大阪市北区中之島
5-3-60 中之島BANKS内水上テラス  ☎
080-9459-0339　期間／9月30日まで 営
業時間／月曜～金曜18:00～21:00（L.O.） 
土曜・日曜・祝日 11:00～14:00（L.O.） 
17:00～21:00（L.O.） 休／無休（雨天・荒
天時は中止の場合あり） アクセス／京阪中
之島線「中之島駅」より約１分。

海老のテキーラソース　1,382円
ビーフタコス　734円
ビール648円～、カクテル756円～

ぐるぐるめ
ナカノシマ

暑いからおいしい！暑いから楽しい！
中之島の夏は、まだまだ終わらない。

ファンタスティックマサラ
カレーパウダー 540円

“ばち”（そうめん）
チップス 421円

スパイシージンジャー
シロップ 864円

おみやげにいかが ?

■DATA　住所／大阪市北区中之島4-1-9　☎
06-6459-2100　営業時間／11:00～19:00　休／
月曜　アクセス／京阪中之島線「中之島駅」より約8分。

夏期だけ出現する台湾かき氷専門店。ふわふわに削った氷にはアップル
マンゴーがたっぷり盛られ、さらにマンゴーソースと練乳が上からとろり。
「今年も待ってました！」とばかり、ご近所の放送局や病院に勤める人々の
イートインやテイクアウト注文が絶えません。

アジアンデザート冰冰花（ピンピンホァ）
ビル中から甘い涼気を届けるかき氷店。

■DATA
住所／大阪市福島区福島
1-2-4 2F  ☎06-6458-1818  
期間／９月30 日まで 営業時間
／12：00～19：00　休／無
休　アクセス／京阪中之島線
「渡辺橋駅」、JR東西線「新福
島駅」より約５分。

マンゴー冰　756円
各+108円でタピオカやマンゴーの追加トッピングが可能

工場直送の箕面ビールが飲める人気直営店が、「店内でも醸造したくて」
と今年3月に移転＆拡張オープン。ハウスエールや季節の果物を使った
ビールにも力を入れています。ビールに合う料理も素材からこだわり、定番
の和牛100％のバーガーには自家製ベーコンを贅沢にサンド。

ビアベリー
外国人観光客も注目の箕面ビールで乾杯。

■DATA　住所／大阪市西区土佐堀1-1-31 
☎06-6441-0717　営業時間／月曜～金曜
17:00～25:00（L.O.） 土曜 15:00～22:00
（L.O.） 日曜15:00～20:00（L.O.）　休／不定
休　アクセス／京阪中之島線「渡辺橋駅」、地
下鉄四つ橋線「肥後橋駅」より約５分。
江戸堀バーガー800円、スタウト（１パイント）830円

［ビアベリー］と同じ通りで昨年開店し
たレストランは、シェフが修業したイタリ
ア北西部・ピエモンテの郷土料理が売
り。おすすめはヒヨコ豆をおやき風にし
た新食感の一品。イタリアの“粉もん”
文化に親しみが湧くはずです。道沿い
のテラス席ならサク飲みもお気軽に。

ブンダブン！！
ワインを傾けながらイタリアン夕涼み。

■DATA　住所／大阪市西区土佐堀1-1-32  ☎
06-6447-9750　営業時間／17:00～24:30
（L.O.） 休／不定休　アクセス／京阪中之島線「渡
辺橋駅」、地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」より約５分。

ヒヨコ豆のクレープ　1,080円
ワイン800円～

ビアベリー

ブンダブン !!

graf studio

メキシカンBBQ＆ビアテラスメキシカンBBQ＆ビアテラス

アジアンデザート冰冰花（ピンピンホァ）アジアンデザート冰冰花（ピンピンホァ）
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御座船：運行中／大阪城本丸薪能：9月20日～9月23日／
櫓特別公開：9月19日～23日、 26日、27日

場所：大阪城

年中おもろいことがある

この夏から秋にかけて、大阪で開催されるイベントをご紹介。
グランキューブ大阪へお越しの際に楽しんでみては？

大阪カレ
ンダ
ー

「石橋」大槻裕一（左）、大槻文藏（右）写真：森口ミツル

天下一の黄金の和船「大阪城御座船」

焔硝蔵

大坂の陣400年天下一祭  夏の陣2015

大坂夏の陣から400年、
道頓堀川開削400周年、
天王寺動物園100周年
…。3つの節目が重なる
2015年を記念し、昨年よ
り『大坂の陣400年天下
一祭』と題し多くのイベン
トを開催。金色に輝く御座
船に乗って大阪城内濠を
遊覧できるお濠めぐりや
重要文化財である櫓など
の公開、能楽界の重鎮か
ら若手実力派能楽師によ
る薪能などでフィナーレま
で盛り上げます。

今年100周年を迎える天王寺動物園を
テーマに、「イルミネーションZOO」を開催。
来年101年に向けて、キリンやクマ、シカ
など様々な種類の101匹のアニマルが登
場。会場内も豹や鳥などの動物が動き
回って皆様をお迎えします。
動物園の長い歴史を詰め込み、楽しく華
やかなだけでなく、幻想的かつ魅惑的なイ
ルミネーションは、カップルからファミリーま
で誰もが楽しめるイベントです。

11月15日まで
場所：Aエリア（大阪市役所南側公園）Bエリア（中央公会堂前南側）

中之島オープンテラス

この夏は中之島の2エリアで
期間限定の水辺のレストランを
オープン。Aエリアは大型テント
完備のBBQスペースで雨の日
も安心。Bエリアでは、ワインや
シャンパンなどを楽しみながらラ
グジュアリーな時間を満喫でき
ますよ。

10月30日～1月31日
場所：天王寺公園

あべの・天王寺イルミナージュ

http://www.osakanojin400.com

http://www.suito-osaka.jp/machiasobi/

http://www.illuminagegroup.com

9月5日、6日
場所：生國魂神社

彦八まつり

上方落語の始祖、米沢彦八を
顕彰する祭り。奉納落語会、素
人演芸バトルや生玉の富（富く
じ）など内容も盛りだくさんです。
祭りに寄せられた義援金は、東
日本大震災の支援団体に寄
付するなど社会活動にも寄与
しています。

http://www.kamigatarakugo.jp/hikohachi.html

1st 10月31日～11月3日　2nd 11月7日、8日
場所：万博記念公園 東の広場

ロハスフェスタ

温かみのある手づくり雑貨や家
具の他、健康フードやスイーツ
など環境と人に優しい商品がず
らりと並びます。来場者や出展
者にゴミの削減を呼びかけるの
もこのイベントの特徴。フェスタ
を通して、地球と人に優しいライ
フスタイルを発信しています。

http://www.lohasfesta.jp

11月22日、23日
場所：少彦名神社

神農祭

くす玉飾りやちょうちん、びっしり
と軒を並べる露店…。毎年多く
の人が「無病息災」を祈願し祭
りのシンボルである『張子の虎』
を求めて賑わう、大阪の1年で
最後のお祭りです。平成19年
には大阪市無形文化財に指
定されました。

http://www.sinnosan.jp/sinnousai.html

写真提供：少彦名神社

開催中（イベントにより異なる）

開催中（11月中旬まで）

10月末～1月末

9月

10月～11月 11月
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表紙のグランキューブ

ダミー

　中之島で思い出のある場所ということですが、最後に挙げるのはやはり阪大医
学部のあった場所ですね。私が通っていた頃には、もうずいぶん建物も古くなって
いて、ちょっと不気味な雰囲気すら漂っていました。解剖室で肝試しをしたこともあ
りました。今はもう何もなくなっていて、「すべて形あるものは消えるんだな…」などと
思ってしまいます。
　浪人時代に苦しい１年を過ごしたこともあり、とにかく「入学したら思う存分遊ぼ
う」と思っていたんです。だから授業にはほとんど出なくて、学生時代のノートが一
切ないんですよ。日記を見返すと、学校には行っていたようなんですが、図書館にこ
もったりしていたんでしょう。授業以外の他の思い出はいっぱいあるのですが。
　医学部は吹田に移転しましたが、今思うと中之島の方が良かったのではと感じ
ます。街の中心部にあって、周りにたくさんの店があるから遊ぶのにも困らない。北
新地が近いので、教員にとっても良かったんじゃないですか。その姿を見て、「俺も
偉くなって、ブイブイいわしたい」というのも学生のモチベーションの一つになってい
たかもしれません。大学生にとってはこの上ない場所ですよね。

の風景をカメラに納めようと思ったら、まず2階へ。カフェやビジネスコーナーの
あるスペースです。ガラス壁面に設置されている白い柱部分を真下から“なめる

ように”撮影すると…あら不思議、SF映画のワンシーンのような近未来的空間が出現
します。ここに限らずグランキューブ大阪には、パーツだけを取り上げても絵になる、ス
タイリッシュなデザインがそこかしこに。建築家のこだわりが細かなディテールにも生
きているのですね。

こ

　グランキューブ大阪の夏は活気あるイベントが盛り沢山ありました。
「第54回大阪府吹奏楽コンクール」「avex Dance KINGDOM」「アジア
ユースオーケストラ2015」「中之島なつまつり2015」など数多くの若人
が参加し、この夏の楽しい思い出をきっと数多く心に焼き付けた事で
しょう。中之島的聖地巡礼のページでご紹介しております通り、中之島
は「学園天国」でした。この地を通して若人が巣立つ喜びは歴史を通し

て今も変わらず続いているのです。
　我々スタッフは季節を通して様々な催事に触れることが出来、その喜
びを常に感じ多くの方とお会い出来ることを誇りに思っております。
　秋のシーズンは、我々にとって一番忙しい季節であり、ご来館される
方も一年を通して最も多いのです。次号は充実感溢れるグランキューブ
大阪をご紹介いたします。（H）

編集後記

中之
島 あのころ、

このごろ

1990年代前半の阪大医学部キャンパス

医学部の跡地には大阪市
が

美術館を建設予定

かつてここに大阪大学医学部の
キャンパスがあった。

久坂部羊の

久坂部  羊　くさかべ・よう
作家・医師。1975年、大阪大学医学部に入学。
卒業後は外科医、麻酔科医、在外公館での医
務官を経験。2003年に『廃用身』で作家デ
ビューし、現代医療の抱える困難や生死の意味
を問う作風で人気に。昨年、『悪医』（朝日新聞出

版）で第3回日本医療小説大賞
受賞。エッセイ集『ブラック・ジャッ
クは遠かった 阪大医学生ふらふ
ら青春記』（140Ｂ）では、中之島
にキャンパスがあった阪大医学
部時代の思い出を綴っている。

青春を中之島で過ごした作家の再訪記

〈電車〉
●京阪中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」（2番出口）すぐ
●JR大阪環状線「福島駅」から徒歩約15分
●JR東西線「新福島駅」（3番出口）から徒歩約10分
●阪神本線「福島駅」（3番出口）から徒歩約10分
●大阪市営地下鉄「阿波座駅」（中央線1号出口・千日前線9号出口）から徒歩約15分

〈バス〉
●JR「大阪駅」駅前バスターミナルから、 大阪市営バス（53系統 船津橋行）
　または（55系統 鶴町四丁目行）で約15分、「堂島大橋」バス停下車すぐ
●シャトルバスが、「リーガロイヤルホテル」とJR「大阪駅」桜橋口の間で運行しており、
　ご利用いただけます（定員28名）
●中之島ループバス「ふらら」で地下鉄・京阪「淀屋橋駅」（4番出口・住友ビル前）から約15分
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