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OICC SPECIAL

営業部　予約課長 

小笠原　麻里

コンベンション
開催ガイド

大阪国際会議場の

　学会、国際会議、展示会、株主総会、セミナー…コンベ
ンション開催を考える時、何より最初にすべきことは「会
場を確保すること」です。当たり前ですが、会場がなけれ
ば何もできませんからね。当会議場では、開催日の1～2
年前から会場予約が可能ですが、全館を使用するような
大規模催事については、何年前でも受け付けています。
現状では4年先の問い合わせもいただいており、会場を
押さえるタイミングは早いほど良いでしょう。
　「部屋が決まらないので予約ができない…」と躊躇される
お客様もいらっしゃいますが、そんなことはありません。ま
ずは開催が決まった時点でご連絡ください。私どもが催事
に合わせた最適なお部屋を、ご提案させていただきます。

　会場を決める際に必要なのは「日程」と「人数」。更に大ま
かで良いのでプログラムの概要です。「この部屋で」と決め
て申し込まれるより、「このあたりの日程で」「このくらいの
人数で」「こんな内容で」という3点をお聞かせいただく方
が、より良い会場の使用方法をご提案できます。
　例えば「100名が入る会議室」と言っても、スクール形
式とシアター形式では、お部屋の大きさが違ってきます。
それを知らずに予約されると、いざ開催が近づいた時点
で「この部屋では無理だ！」ということになりかねませ
ん。当会議場は、メインホールやイベントホール、各種会
議室が一緒になった複合施設。お客様が、それぞれの催

事にぴったりな使い方をされるために、館内を知りつくし
た“会議場のプロ”がアドバイスいたします。

　会場が決まりましたら、仮予約を経て本契約へ。私達
の担当はここまでです。学会や国際会議は「誘致一課」
へ。コンサートや展示会、大型催事は「誘致二課」へ。会
議やセミナーなど中小規模のものは「カスタマーサービ
ス課」へ。各種催事に特化した知識を持つプロフェッショ
ナルが、お客様の担当となり、当日まで責任を持ってサ
ポートいたします。
　長くコンベンションに関わってきた経験から“催事を成
功させる秘訣”は、何よりもコミュニケーションだと思いま
す。どんな小さな不安や疑問でも、担当営業にお伝えくだ
さい。必ず最適なソリューションを提案いたします。もち
ろん私どもも訪問して打ち合わせをするなど、コミュニ
ケーションの密度を高めるよう努力いたします。

開催が決まれば、まず会場予約を。

より良い会場の使用方法を、ご提案。

催事が成功する秘訣は、
コミュニケーション。

施設を知りつくした“会議場のプロ”が
最適な会場使用をご提案します。
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企　画

予　約

キャンセル

決　定 計　画 手　配 直　前

会議場の施設案
内パンフレット、利
用案内、利用料
金表などをお渡し
しています。

承認通知書を発行した日から利用開始
の6ヶ月前までは料金の30％、3ヶ月前

までは50％、それ以降は全額、いただく規定と
なっています。既に発生した実費については、
時期に関わらずお支払いいただきます。

もちろんです。その日に別の催事が入っ
ていなければ、ご案内させていただきま

す。実際の現場を見て、決めていただくのがベス
トだと思います。

ウェブ申込みができるようにな
りました！ホームページの「お

申し込み手続き」の「WEB申し込みは
こちらから」をクリックしていただくと
フォームへアクセスできます。また4ヶ
月先までの空室状況についてもホー
ムページでチェックいただけます。

繁忙期は6月、7月、10月、11月でイベントやコン
ベンションが重なります。また週末も催事の開

催が多く、お部屋が押さえにくい傾向がありますね。ハ
イシーズンや週末に予定されている場合は、催事が決
定した時点で、なるべく早くご相談いただくことをお勧
めします。

会議場でパーティをされる場合、大小に
関わらず、リーガロイヤルホテルのケータ

リングサービスが手配できます。またお隣のリー
ガロイヤルホテルを始めとした中之島近辺のホ
テルやレストランを、ご紹介させていただきます。

希望のお部屋がなくても、
代わりをご提案できるかも。
まずは、ご相談ください！

NPO大腎協大会を例年同様に大阪国際
会議場で開き、会員を中心に470人近くが
集まりました。
今回は大阪大学の猪阪善隆教授による記
念講演と奈良県立医科大学の赤井靖宏教
授によるランチョンセミナーをメインで行
い、皆、一日を楽しく過ごしました。今年も
11月5日（日）に第43回大会を同じ場所で
開催いたします。

何をするのか、必要
な広さ、大まかな人数
を把握します。

規模に合う会場を仮
予約します。
※仮予約期間は2週間
です。

この時点でキャンセ
ル料は発生しません。

実施が決まったら
「利用申込書」を提
出いただきます。この
時点で予約金が発
生します。

実現に向けて進行
など具体的な内容を
詰めます。この辺り
で費用の確認をしま
しょう。

設営物・備品・スタッ
フ・移動手段を会議
場スタッフと打合せし
ます。必要書類の提
出漏れに注意。

手配の数量、時間、
場所の確認をしま
す。時系列に沿って
入念にチェックしま
しょう。

当協会では、年2回、教育事業の一つである
「惣菜管理士」の研修セミナーと資格試験会
場として、グランキューブ大阪を利用していま
す。研修セミナーと資格試験は、毎年定期的
に開催時期が決まっていますので、担当者の
方には前もって会場のご提案や予約状況の
提示をいただいており、大変助かっておりま
す。今年は当協会の関西支部セミナーの会
場としても利用させていただく予定です。

第42回ＮＰＯ大腎協大会

～1年前 1年～6ヶ月前 6ヶ月～1ヶ月前 1ヶ月前～直前

催事決定から開催まで

主催者様からのよくある質問

主
催
者
様
の
声

会場予約した後にキャンセルした場合、
キャンセル料は必要でしょうか？Q

A

予約する際に
現場を見ることはできますか？Q

A

ウェブ予約は
できるのでしょうか？Q

A

会場が取りやすい時期と、
取りにくい時期があるのでしょうか？Q

A

催事の後にパーティをしたいのですが、
その手配もしていただけますか？Q

A

くわしくは
ご予約の際に
お渡しする
「利用案内」を
ご覧ください。

大規模な
パーティは、早めに
ご相談ください。

できれば
事前にご連絡
くださいね。

「催事主催者の方」
向けのトップページ
からどうぞ。

特定非営利活動法人  大阪腎臓病患者協議会  会長  西本  幸造 様
「惣菜管理士」資格試験及び集合研修
一般社団法人  日本惣菜協会  教育事業運営チーム  主任  伊東  尚美 様



3

グランキューブ大阪の
これから開催される学会・イベント
をご紹介します。

第26回日本がん転移学会学術集会・総会

日本がん転移学会は1992年
に設立以来、がん転移による
死亡率減少を最終目的とし、
基礎、臨床（外科、内科）、開発
（創薬、機器）が三位一体とな
り研究を通して実質的討議を
行い、がん転移研究の発展、診
断治療の進歩普及をめざす非
常にユニークな学会です。
第26回日本がん転移学会学
術集会・総会では、大会のテー
マとして「微小転移の制御によ
るがんの根治を目指して」を掲
げました。現在がん治療におい
て大きな問題となっているが
ん微小転移に注目し、新たな
る診断法、免疫細胞との関連、
がん幹細胞、新規治療法につ
いて取り扱うことを予定してお
ります。

（第26回日本がん転移学会学術集会・総会  事務局長  大阪大学大学院 医学
系研究科外科学講座 消化器外科学  髙橋 剛）

微小転移の制御によるがんの根治を目指して
2017年7月27日（木）・28日（金）

皆様におかれましては益々ご
清栄のこととお慶び申し上げ
ます。 
この度、第38回日本炎症･再
生医学会を2017年7月18日
(火)、19日（水）の2日間、大阪
国際会議場で開催させて頂く
ことになりました。大変光栄な
ことと存じますとともに、この
伝統ある学会に恥じない立派
な学術集会にできるように全
力を尽くす所存でございます。 
基礎・臨床、炎症・再生の分野
を超えて、縦断的・横断的な講
演と討論が、本学会の特徴で
す。このような背景から、第38
回日本炎症･再生医学会のメ

インテーマは、「炎症制御と再生医療の調和～Beyond the Border
～」と致しました。充実した内容の学術集会になるよう、また御出席
の皆様が全員満足して頂けるように全力で準備致しております。 
多数皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
（第38回日本炎症･再生医学会  会長  兵庫医科大学内科学講座リウマチ･膠
原病科 主任教授  佐野 統）

第38回日本炎症･再生医学会

炎症制御と再生医療の調和～Beyond the Border～
2017年7月18日（火）～19日（水）

第63回関西支部学術集会
公益社団法人 日本麻酔科学会

日本麻酔科学会は会員数1万
2千人以上で日本の麻酔にお
ける最大の医学会です。今回
の関西支部学術集会には約1
千人が参加します。
一般演題では若い方の発表
や、現実の臨床に直結した症
例報告や研究発表が多く、こ
れが支部学術集会の特徴であ
り、利点であります。特別講演
では文化勲章受章者であられ
ます建築家の安藤忠雄先生
に患者の立場から御講演して
いただきます。
日本麻酔科学会による周術期
管理チーム認定制度の資格要
件である「周術期セミナー」も

例年通り開催しておりますので、各御施設の看護師もお誘い合わせ
の上、多くの先生方の御発表と御参加をお待ちしております。
（第63回関西支部学術集会  会長  北野病院  副院長  足立 健彦）

関西地方の麻酔科医が
最新の研究成果を発表します

2017年9月2日（土）

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団
2017年日本公演

男性がチュチュを着て、トゥシューズを履いて踊るコメディ・バレエ
の元祖、トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団が2年ぶりの日本ツ
アーを行う。「誰でも気軽に楽しめるバレエ」を掲げて世界各国で公演
を続ける同バレエ団。2016年には英国ナショナルダンスアワードに
て、最優秀男性ダンサー賞をチェイス・ジョンジーが受賞。娯楽性・芸
術性を兼ね備えた圧巻のステージをぜひご覧ください！
（株式会社サウンドクリエーター  担当：平田 ゆみこ）

男性だけのトロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団、
2年ぶりの日本ツアー！

2017年9月23日（土・祝）

PICK UP
7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
2017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。

2013年に、中之島エリアの活性化の
ためにスタートした「中之島なつまつ
り」。5年目を迎える今年は、8月28日
（月）の午後5時～9時、大阪国際会
議場（グランキューブ大阪）１階プラ
ザ及び中之島バンクスで「中之島な

つまつり2017」として開催されます。ゲストに河内家菊水丸を迎
えての盆踊りや音楽パフォーマンスなどで、お祭り気分を盛り上
げます。リーガロイヤルホテルなどが出店するグルメ屋台やキッチ
ンカー、周遊ナイトクルージングなど、お楽しみも盛りだくさん。
お問い合わせ／☎06-6446-0860（中之島なつまつり実行委員会事務局）

第5回アジア神経消化器病学会・
第19回日本神経消化器病学会

2017年3月22日（水）から25日（土）の4日間にわたり、第5回アジア
神経消化器病学会・第19回日本神経消化器病学会を本邦で初めて
開催しました。”New Era of Functional GI Disorders”のテーマのも
と、国内外より約400名のご参加をいただき、多くの研究発表が行わ
れました。神経消化器内科全般にわたる疾患や治療技術について、
知識・意見交換が活発に行われ、互いの親睦を深めることもできまし
た。プログラムは、全て予定どおり円滑に運営され、予想以上の多大な
成果をあげ、盛会裡に終えることができ、優れた学術研究の発表､社
交行事等の企画・運営について、国内外の参加者から充実した内容で
あったとの評価を受けることができました。
（第5回アジア神経消化器病学会・第19回日本神経消化器病学会  学会長  
兵庫医科大学 内科学消化管科 主任教授  三輪 洋人）

機能性消化管疾患の診断・
治療における新たな展開！

2017年3月22日（水）～25日（土）
近畿小児科学会は、近畿圏の小児科医が一堂に会する重要な情報
交換の場で、小児疾患の基礎と臨床に関する学術研究の成果を共有
するだけでなく、それぞれ医療および保健の分野に応用し、小児の健
康に寄与する実践活動を行っております。この学術集会は小児科学
に関する最新の有用な研究成果や今後の課題を明らかにするととも
に、若い医師の日本小児科学会およびその分科会への登竜門として
の役割もあります。今回第30回という節目の学会でもあり、特別講
演や教育講演などを企画致しましたが、若い医師を中心に900人以
上の参加があり、これからの小児医療の発展に寄与することが期待
される学術集会でありました。
（第30回近畿小児科学会  会長  大阪市立大学大学院医学研究科発達小児
医学分野･教授  新宅 治夫）

第30回近畿小児科学会

小児科学のすべての分野における最新情報
2017年3月12日（日）

第60回日本形成外科学会
総会・学術集会

4月12日（水）～14日（金）に大
阪国際会議場で開催いたしまし
た第60回日本形成外科学会総
会・学術集会はお陰様をもちま
して3,200名強の方々のご出席
を賜り、盛会裡に無事終了いた
しました。
上方の落語家の桂文珍師匠、能
面師の中村光江様の文化講演
や、大阪大学大学院医学系研究
科心臓血管外科学　澤芳樹教授
の心臓の臓器再生など再生医療
についての特別講演、米国と韓国
の両形成外科学会理事長の招待
講演を通じて、日本および世界の

形成外科学の先端的研究者との情報交換を行いました。また、形成
外科医療に関する調査研究、普及啓発、形成外科に対する診療技術
の向上を促進することができました。
（第60回日本形成外科学会総会・学術集会  会長  大阪大学大学院医学系研
究科外科系臨床医学専攻 器官制御外科学講座 形成外科学 教授  細川 亙）

形成外科学の還暦を祭る
「第60回日本形成外科学会総会・学術集会」を
大阪の地で開催

2017年4月12日（水）～14日（金）

中之島なつまつり2017

2017年
8月28日
（月）

往く夏を見送る「都心の盆踊り大会」を楽しむ

REPORT
開催されたプログラム
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　中之島に７月が訪れると、いよいよ天神祭の季節という
感じがする。25日の本宮だけで毎年１００万人以上の見物
客が集まるらしく、あの大々的なテレビ中継と帰り道の電車
の混雑も含めて、大阪の夏の風物詩といえる。
　筆者は昨年、船渡御に参加することができ、その雰囲気
をたっぷり味わった。渡御とは、普段は社殿にいる神さまが
年に一度、氏地の平安を見て回ることを指す。大阪天満宮
の境内を出発した菅原道真公、通称「天神さん」が約3000
人の氏子たちをお供に約４kmを歩く陸渡御も、本宮の見ど
ころのひとつ。船渡御は船と船、または船と橋の上の間で、

「打ちまーしょ チョンチョン／もぅ一つせぇ 
チョンチョン／祝ぉて三度 チョンチョン」
（※チョン＝手拍子）と、挨拶の「大阪締め」
を交わすのが醍醐味。大阪国際会議場の5
階にあるメインホールの緞帳や、12階にあ
る特別会議場の天井にはまさに天神祭の
光景が描かれているが、描かれた人々の中
に自分も仲間入りしたかのような、風情ある
体験だった。

　本誌でも、なんとなく7月号には天神祭に関連した記事
を載せようという空気があり、特集は切り口を変えて2回
行った。初回はずばり「天神祭の歩き方」。日本三大祭の一
つではあるが、どこでなにを見られるのか、知っているよう
で意外と知らない。誌面では2日間にわたる壮大なタイム
テーブルや、基礎知識編ともいえる用語集で、天神祭の全
体像をつかもうと試みた。
　「天神祭はわかりにくいんです」と教えてくれたのは、大
阪天満宮文化研究所の高島幸次先生。「天神祭は神職が
担う厳かな神事を核として、その回りに氏子によるにぎやか
な神賑行事、さらに外側に観光イベントというドーナツ状の
三層構造になっています」。たとえば、天神祭といえば花火
と思われている人がいるかもしれないが、決して花火大会
ではない。「船渡御とひと口に言っても、神様の乗る奉安船
は神事ですが、お迎えの奉拝船は神賑行事、橋や岸で見て
いる人たちは観光です。花火は一見、観光イベントのようで
すが、本来は神様に奉納する神賑行事。神様に喜んでもら
うためにやっているんですよ」。確かに、船渡御のクライマッ
クスに打ち上げられる約5,000発の花火は見事なもの。しか
し、本来は神さまのそばで人間も「陪観」させていただく、
というスタンスが正しかったようだ。

　こういったことは、なかなか天神祭ビギナーにはわからな
い。そこで、新たに切り口を設けて特集した内容は「天神祭
的コミュニケーション」。神さまである天神さんと祭に奉仕
する氏子たち、あるいはその氏子たちと祭見物に集まってき
た観客。それぞれをつなぐための装置が、天神祭の随所に
見られることに注目した。
　先に挙げた陸渡御や船渡御は、神さまのお供をしたり、
お迎えをして盛り上がる神と人とのコミュニケーションの形
そのもの。今年は機会があるようなら、陸渡御の列をよく観
察してみよう。氏子たちが捧げ持つ傘や太刀は、ひとつひと
つに意味があり、天神さんにゆかりあるものばかり。また、
船渡御で見かけられる大阪締めや、「御迎え人形」と呼ば
れる船に飾られた人形も、神さまをお迎えできたことを喜ぶ
ためにあるものだ。

　また、天神祭で忘れてはならないのが、人と人とのコミュ
ニケーション。祭に参加している人と見物に来た人が熱気
を共有できる装置が随所に組み込まれている。
　その装置とは、祭の数日前から大阪天満宮の境内に建て
られている「当屋」。渡御の際に持つ乗りものや道具が飾ら
れており、そこにはいつも人がいる。飾っているものの意味

や見どころを見物人が聞くことで会話が生まれる仕組みな
のだ。そう、誰でもすぐに、天神祭的コミュニケーションは
始められる。

　そもそも、大阪の７月は今も昔も祭りだらけだった。普
段は一般人の立ち入りお断りだった中之島の蔵屋敷も、祭
の日だけは開放されていた。大坂の年中行事について書
かれた『大坂繁花風土記』では、「祭礼の日は芝居、には
か、はなし、物まね、造り物などの催しありて神慮をやす
め給ふ事也」とある。これらは大阪天満宮の境内も賑わ
せていた見世物で、子どもたちも喜んで蔵屋敷を出入りし
た。また、多くの人たちの目的は、霊験あらたかな神さま
が、国元から勧請されていたこと。玉江橋南詰あたりに
あった高松藩・丸亀藩の金毘羅社をはじめ、蔵屋敷の守
り神の元へは参詣者が相次いだ。やはり物資の集積地と
いうか、お稲荷さまを祀った蔵屋敷が多かった。

　そして夏も終わりを告げる８月の末、２０１３年から始まっ
た「中之島なつまつり」が、新しい風物詩として定着しつつ
ある。地元の企業が地域活性化のために協力してスタート
させたお祭りで、界隈の飲食店舗がグルメ屋台を出し、子
どもたちが喜ぶヨーヨーすくいや輪投げもある。大阪国際
会議場の１階に建った櫓を囲み、ビジネスマンも地域の住
民も入り混じって興じる盆おどりの楽しさは、当日の熱気を
共有しないと伝わらない。普段は観光スポットではない場
所の開放に、かつての蔵屋敷の趣を感じる、というのは言
い過ぎだろうか。だが、盆踊りを装置として、この祭が中之
島で暮らす人たちのコミュニケーションの場になっているの
は、間違いないのだ。

わかりにくい、だからこその
コミュニケーション。

中之島に、天神祭の
季節がやってきた。

中之島的
聖地巡礼

月刊島民がおくる

『月刊島民』
Vol.60　2013 7/1

　祭
中之島の人気フリーペーパーとのコラボ企画第9回

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』とは…

中之島の７月は、今も昔も祭り月。
文／江口由夏（月刊島民プレス）

25日の午後6時ごろ、天神橋のたもとから、御神霊を乗せた御鳳輦奉安船が出航。一方、その川上にある飛翔橋のたも
とからは、神さまをお迎えする奉拝船が次 と々下流に向かう。150艘を超える船は、どれも華やか。

大阪国際会議場にあ
る緞帳（P8）の原画は、
明治から大正にかけて
活躍した女性画家・生
田花朝女の作品。大阪
の風俗を好んで描いて
いたという。開場前や幕
間に、来場者の目を楽
しませてくれる。

船の上と橋の上で、大阪締めを交わす様子。大阪締めには、「男締め」と「女締め」があり、そ
れぞれ「打ちまーしょ」と「打̶ちましょ」というように1節目のリズムが異なる。天神祭ではほ
ぼ男締めだ。

しんしん
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　中之島に７月が訪れると、いよいよ天神祭の季節という
感じがする。25日の本宮だけで毎年１００万人以上の見物
客が集まるらしく、あの大々的なテレビ中継と帰り道の電車
の混雑も含めて、大阪の夏の風物詩といえる。
　筆者は昨年、船渡御に参加することができ、その雰囲気
をたっぷり味わった。渡御とは、普段は社殿にいる神さまが
年に一度、氏地の平安を見て回ることを指す。大阪天満宮
の境内を出発した菅原道真公、通称「天神さん」が約3000
人の氏子たちをお供に約４kmを歩く陸渡御も、本宮の見ど
ころのひとつ。船渡御は船と船、または船と橋の上の間で、

「打ちまーしょ チョンチョン／もぅ一つせぇ 
チョンチョン／祝ぉて三度 チョンチョン」
（※チョン＝手拍子）と、挨拶の「大阪締め」
を交わすのが醍醐味。大阪国際会議場の5
階にあるメインホールの緞帳や、12階にあ
る特別会議場の天井にはまさに天神祭の
光景が描かれているが、描かれた人々の中
に自分も仲間入りしたかのような、風情ある
体験だった。

　本誌でも、なんとなく7月号には天神祭に関連した記事
を載せようという空気があり、特集は切り口を変えて2回
行った。初回はずばり「天神祭の歩き方」。日本三大祭の一
つではあるが、どこでなにを見られるのか、知っているよう
で意外と知らない。誌面では2日間にわたる壮大なタイム
テーブルや、基礎知識編ともいえる用語集で、天神祭の全
体像をつかもうと試みた。
　「天神祭はわかりにくいんです」と教えてくれたのは、大
阪天満宮文化研究所の高島幸次先生。「天神祭は神職が
担う厳かな神事を核として、その回りに氏子によるにぎやか
な神賑行事、さらに外側に観光イベントというドーナツ状の
三層構造になっています」。たとえば、天神祭といえば花火
と思われている人がいるかもしれないが、決して花火大会
ではない。「船渡御とひと口に言っても、神様の乗る奉安船
は神事ですが、お迎えの奉拝船は神賑行事、橋や岸で見て
いる人たちは観光です。花火は一見、観光イベントのようで
すが、本来は神様に奉納する神賑行事。神様に喜んでもら
うためにやっているんですよ」。確かに、船渡御のクライマッ
クスに打ち上げられる約5,000発の花火は見事なもの。しか
し、本来は神さまのそばで人間も「陪観」させていただく、
というスタンスが正しかったようだ。

　こういったことは、なかなか天神祭ビギナーにはわからな
い。そこで、新たに切り口を設けて特集した内容は「天神祭
的コミュニケーション」。神さまである天神さんと祭に奉仕
する氏子たち、あるいはその氏子たちと祭見物に集まってき
た観客。それぞれをつなぐための装置が、天神祭の随所に
見られることに注目した。
　先に挙げた陸渡御や船渡御は、神さまのお供をしたり、
お迎えをして盛り上がる神と人とのコミュニケーションの形
そのもの。今年は機会があるようなら、陸渡御の列をよく観
察してみよう。氏子たちが捧げ持つ傘や太刀は、ひとつひと
つに意味があり、天神さんにゆかりあるものばかり。また、
船渡御で見かけられる大阪締めや、「御迎え人形」と呼ば
れる船に飾られた人形も、神さまをお迎えできたことを喜ぶ
ためにあるものだ。

　また、天神祭で忘れてはならないのが、人と人とのコミュ
ニケーション。祭に参加している人と見物に来た人が熱気
を共有できる装置が随所に組み込まれている。
　その装置とは、祭の数日前から大阪天満宮の境内に建て
られている「当屋」。渡御の際に持つ乗りものや道具が飾ら
れており、そこにはいつも人がいる。飾っているものの意味

や見どころを見物人が聞くことで会話が生まれる仕組みな
のだ。そう、誰でもすぐに、天神祭的コミュニケーションは
始められる。

　そもそも、大阪の７月は今も昔も祭りだらけだった。普
段は一般人の立ち入りお断りだった中之島の蔵屋敷も、祭
の日だけは開放されていた。大坂の年中行事について書
かれた『大坂繁花風土記』では、「祭礼の日は芝居、には
か、はなし、物まね、造り物などの催しありて神慮をやす
め給ふ事也」とある。これらは大阪天満宮の境内も賑わ
せていた見世物で、子どもたちも喜んで蔵屋敷を出入りし
た。また、多くの人たちの目的は、霊験あらたかな神さま
が、国元から勧請されていたこと。玉江橋南詰あたりに
あった高松藩・丸亀藩の金毘羅社をはじめ、蔵屋敷の守
り神の元へは参詣者が相次いだ。やはり物資の集積地と
いうか、お稲荷さまを祀った蔵屋敷が多かった。

　そして夏も終わりを告げる８月の末、２０１３年から始まっ
た「中之島なつまつり」が、新しい風物詩として定着しつつ
ある。地元の企業が地域活性化のために協力してスタート
させたお祭りで、界隈の飲食店舗がグルメ屋台を出し、子
どもたちが喜ぶヨーヨーすくいや輪投げもある。大阪国際
会議場の１階に建った櫓を囲み、ビジネスマンも地域の住
民も入り混じって興じる盆おどりの楽しさは、当日の熱気を
共有しないと伝わらない。普段は観光スポットではない場
所の開放に、かつての蔵屋敷の趣を感じる、というのは言
い過ぎだろうか。だが、盆踊りを装置として、この祭が中之
島で暮らす人たちのコミュニケーションの場になっているの
は、間違いないのだ。

蔵屋敷の祭礼でにぎわう、
中之島の旧暦６月。

25日の午後3時半、陸渡御列が大阪天満宮を出発。大阪市中央公会堂の前を通り、天
神橋へ。陸渡御には道真公ゆかりの牛も本物がお供しているが、残念ながら船には乗れ
ない…。

たとえば、宇和島藩蔵屋敷があった旧朝日新聞ビル屋上には、お稲荷さんがあった。現在は
中之島フェスティバルタワー13階のスカイロビー（左）へ。中には入れないが、島原藩蔵屋
敷があった日本銀行大阪支店の中にも（右）。

境内に出ている当屋（左）
には、御迎え人形も飾られ
ている。また、氏地の各町
には祭提灯（上）が掲げら
れているのだが、実は見た
人がついその意味を尋ね
たくなるようにわざと難解な
字体を採用している、会話
を生む「装置」。ちなみに、
この提灯は天神橋１丁目
のもの。文字の答えは…あ
えてここには書かない。

御迎え人形は、江戸時代の大坂で人気
だった歌舞伎や浄瑠璃の登場人物にあ
やかって作られ、16体が現存している。た
とえば、『三國志』の「関羽」（左）や『近江
源氏先陣館』の佐々木高綱こと「真田幸
村」（右）など。

今年の中之島なつまつり
は、８月28日（月）午後5
時から9時頃までの開催。
大阪国際会議場の1階を
メイン会場に、中之島バン
クスまでエリアを拡大して
行われる。入場無料。月刊
島民プレスも参加してい
るので、どうぞ足をお運び
ください。

と や



“お客様”としての経験を活かして大阪をもっともっと元気に。

ニーズに応えるだけでなくプラスアルファのご提案をしたい。
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～フレッシュなパワーとそれぞれの持ち味で大旋風を引き起こす！～
NEW
FACE

私達、2017年春に入社しました！

　私の所属する予約課はお客様の
最初のお声をお聞きする、いわば
“会議場の顔”。私は電話に出る時
は声を意識的に高くしてお客様に
ソフトに聞こえるよう工夫していま
す。私の第一声が大阪国際会議場
全体の第一印象になりますから。
そして、お客様のご希望をまず伺
い、受け入れる姿勢を心がけてい
ます。お客様によって目的・優先事
項など様々ですので、時には実現
困難な要望もあるかもしれません。
しかし、どんな場合でも代案を出
すなど可能な限りご希望に近づけ
るためにフレキシブルに対応でき
るよう頑張ります。

　誘致一課に配属されて、世の中には多種多様な学会や国際会議があることを知りました。ドク
ターや研究者の先生方とお目にかかる機会が多く、毎日緊張していると同時に身の引き締まる思
いです。あらゆる分野の方 と々十分にお話しができるように、コミュニケーション能力を向上させる
ことが目下の目標です。業務に精通するだけでなく、様 な々知識を蓄え、コンベンション業界でＮｏ.
1の営業マンになりたいと思っています。

　私は生まれも育ちも大阪です。目標はズバリ、大阪国際会議場を通じて大阪をよりいっそう元気
にすることです。前職において営業職の経験はありませんが、これまでの“お客様”としての経験
を活かし、おもてなしの心やきめ細やかな気遣いを持って、お客様に「木戸となら一緒に仕事をし
たい（してみたい）」と思っていただくことが今の目標です。そのためには、先輩方からアドバイスを
いただきながら知識をつけることはもちろん、私自身の人間性も高めていきたいと思っています。

営 業 部
予 約 課

池本  純貴

営 業 部
誘致二課

木戸  佑有子

営 業 部
誘致一課

田中  良樹

展
示
会
に
コ
ン
サ
�
ト
�

あ
ら
ゆ
る
イ
ベ
ン
ト
を

学
ん
で
い
ま
す
！

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
提
案
と
柔
軟
性
で

お
客
様
に
頼
ら
れ
る
存
在
に
！

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
�
の
精
神
で

丹
精
込
め
た
お
も
て
な
し
を
！



耳よりインフォメーション

施設情報

8

貸出備品を追加しました！
　これまでお客様にお持込みいただいていた備品を貸出備品として追加しましたので、ぜひご利用
ください。詳しくはお問い合わせを！

『ＷＥＢアンケート回収・
集計サービス』はじめました
　講演会やセミナー終了後のアンケート
をウェブで実施し、スピーディに集計する
サービスがスタートしました。お客様にお
願いするのは「質問項目等の送付」「ウェ
ブ画面の確認」「参加者への周知」の
み。回答期限の翌日から3営業日を目安
に、結果を報告いたします。「紙のアン
ケートは回収や集計が煩わしい…」そん
な方はぜひ、お問い合わせください。

　今号の「中之島的聖地巡礼（5ページ）」は「中之島の祭り」がテーマでした。楽しんでいただけたでしょうか。実はグランキューブ大阪の館内にも、大
阪の祭りを堪能できるスポットがあるんです。まず1つ目は5階のメインホール。こちらの緞帳には昔の大阪天神祭の風景が織り込まれています。あでや
かな緞帳は一見の価値あり。そして2つ目は12階の特別会議場。ドーム型天井に描かれているのは、大阪の四季の祭り風景。全て生田花朝女という地
元の画家による作品です。躍動感あふれる日本画は圧巻の迫力です。

【お問合せ先】
（株）大阪国際会議場　営業担当者
もしくは、
ＮＴＴラーニングシステムズ（株）
（委託先）電話 06-6358-2787

メインホール 特別会議場

こんな場所にも「お祭り」が！
メインホールの緞帳と、特別会議場の天井。

“国内初”31,000ルーメン超高輝度プロジェクター導入！！
　会場照明を暗くすることなく鮮明
な映像をご覧いただけます。この他
にも20,000ルーメンの機材を新た
に2台導入。他の会議室でも鮮明
な映像のご提供が可能です。
　いずれも最新高性能機種なが
ら価格は据え置きましたので、リー
ズナブルな価格でご利用いただけ
ます。

Panasonic PT-RZ31KJ
WUXGAリアル対応

ビデオプロジェクター（Ｈ-Ⅱ）

KOWA KSM0601HM2
6入力：HDMI TYPE A×2入力、DVI-I×2
入力、D-Sub 15pin×2入力

マルチスキャンスイッチャー

W1,800×D450×H1,100
パイプフェンス

Panasonic TH-55LF80J
6入力：HDMI TYPE A×2入力、ビ
デオ×1入力、DVI -D×1入力、
D-Sub 15pin×2入力

55㌅フルハイビジョン
液晶ディスプレイ
（床置き専用）

エーディテクノ LCD1046
HDMI、DVI-D、D-Sub、　15pin

10.4㌅液晶モニター
W1,260×D570×H2,100
ボードサイズ
W1,130×D30×H1,905

展示パネル

高さ調整可
1,350～2,400（mm）

サイドスタンド（B）
ハイタイプ

Panasonic PT-DZ21K2J
WUXGAリアル対応

ビデオプロジェクター（Ｅ-Ⅱ）

メイン
ホール
固定式

移動式
31,000lm 20,000lm
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　オシャレなお店が多い靭公園の近くに、ピンク色の
アクセントが印象的なパン屋さんがあります。女性シェ
フが焼き上げるパンたちはバリエーションが豊富で、朝
にはバゲットからサンドイッチ、フランス風の焼き菓子ま
で３０種類以上が店頭に並びます。名物はさっくりした
食感が珍しいブリオッシュ生地のクリームパン。朝ごは
んでも、おやつでも。

ルルット まるでパリの街角？　かわいらしいパン屋さん。

おみやげにいかが ?

■DATA　住所／大阪市西区江戸堀2-3-17 1F　
☎06-6136-7277
営業時間／8:00～19:00（土・日・祝日18:30まで） 　休／月曜・火曜
アクセス／地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」より徒歩10分

■DATA
住所／大阪市西区土佐堀3-2 -8　☎
06-6441-5246　営業時間／ランチ11：
30～14：00　ディナー17:30～22:00　
休／土曜夜・日曜・祝日　アクセス／京阪
中之島線「中之島駅」より徒歩3分

歴史とグルメを堪能できる、
中之島へようこそ！

ナカノシマ

暑い季節に負けないように、今回はもりもり「肉特集」。
ボリュームメニューをがっつり食べて、しっかりパワーをつけましょう。たべる

グリルキムラ

●メニュー／トンカツ定食680円、日替わり定食680円

●メニュー／
ニョッコフリットと生ハムの盛合せ1296円

老舗洋食店は
ビジネスマンの味方。

■DATA　住所／大阪市西区京町堀
1-18-15　☎06-6448-2113  営業時
間／11：00～14：00  休／土曜・日曜・
祝日  アクセス／地下鉄四つ橋線「肥後
橋駅」より徒歩10分 

●メニュー／ランチステーキ定食1,200円

■DATA　住所／大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐
堀ダイビル1F　☎06-6136-3014　営業時間／
7：00～ 22：00　休／無休　アクセス／京阪中
之島線「中之島駅」より徒歩５分、地下鉄四つ橋
線「肥後橋駅」より徒歩８分 

　靭公園近くにある住民御用達の精肉店「弘豚社」（こちらはコロッケ
がおすすめ）が直営しているレストラン。揚げ物と焼き物のバランスがい
い日替わりランチのほか、お昼から肉厚のステーキがリーズナブルに食
べられるとあって、男性客の足が絶えない名店です。

　土佐堀通沿いに60年以上前からある昔ながらの洋食店。息子さん
が腕をふるい、お母さんがお代を受け取る連携プレーが名物です。手
書きメニューの日替わりやガッツリしたトンカツ定食が大人気。でんと置
かれたおひつのごはんを何杯もおかわりしてしまいます。

レストラン上方
　今や知らない人はいない、名古屋生まれの喫茶店。オリジナルのデ
ザートが有名ですが、食べごたえのあるカツサンドがオススメ。名古屋
めしらしい味噌カツサンドは、甘い味噌がしみたサクサクのカツとキャベ
ツ、ふんわりしたパンが最高の組み合わせです。

コメダ珈琲店　大阪土佐堀店

●メニュー／
みそカツサンド820円、ブレンドコーヒー420円

トラットリア アルソード

■DATA　住所／大阪市西区土佐堀2-3-5　☎06-7502-5318　営業時間／ランチ11：30～14：30
　ディナー18：00～22：00　休／木曜・第３水曜　アクセス／京阪中之島線「中之島駅」より徒歩５分、
地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」より徒歩10分

　イタリアのエミリア＝ロマーニャ州
の郷土料理が楽しめる小さな料理
店。レトロなたたずまいが美しい菅
澤眼科クリニックの横にあります。絶
対に注文すべき一皿は、ニョッコフ
リット（小さな揚げパン）と生ハムの
盛合せ。夏は、フレッシュなトマトを
使ったパスタも必食の季節です。

シェアしたくなる名物の
一皿をワインと一緒に。

精肉店直営店で
贅沢な肉料理を。

名古屋めしサンドと
コーヒーで一服。

エスカルゴ
300円

タルトタタン
280円

クリームパン
190円



10

多くの神社が点在する中之島。
今回はグランキューブ大阪の近くにあるパワースポットをご紹介します。めぐる

■DATA
住所／大阪市福島区福島2-8-1
※見学自由

　菅原道真公が太宰府に向
かう際に立ち寄った縁から小祠
を建て、奉ったことが神社の始
まりとされ、大阪天満宮よりも古
い歴史があるそうです。福島に
は3つの天満宮があるため以前
は「上の天神」とも呼ばれていま
した。

福島天満宮

中之島

渡辺橋
大江橋

天満橋

大阪天満宮南森町北新地

肥後橋

福島

新福島

なにわ橋
淀屋橋

北浜

地
下
鉄
堺
筋
線

地
下
鉄
御
堂
筋
線

地
下
鉄
四
つ
橋
線

地
下
鉄
谷
町
線

京阪
中之
島線

JR東西線

JR大
阪環
状線

京阪本線
中之島公園

南天満公園

靱公園

下福島
公園

大阪
天満宮

楠永神社

春日神社

福島天満宮

天神社

■DATA
住所／大阪市福島区玉川1-4-5
※見学自由

　建立の時期は定かではあ
りませんが、菅原道真公が旅
の安全を祈願したという逸話
が残っています。福島区にあ
る3つの天満宮の1つで「下の
天神」と呼ばれることも。祭神
は、道真公と少彦名命を合祀
しています。

天神社

■DATA
住所／大阪市福島区玉川2-2-7
※見学自由

　約600年前から人々を魅了
し、和歌にも詠まれてきた「野
田藤」。その発祥の神社で、
昔は藤の宮とも呼ばれていた
そう。閑静な住宅街にあり、藤
が咲く季節には近隣住民だ
けでなく、多くの人が訪れるス
ポットです。

春日神社

■DATA
住所／大阪市西区靱本町2-1
※見学自由

　力強く大きな楠を主神とし
た、靭公園の敷地内に鎮座
する神社。楠の木は、樹齢
300年余とも言われ、古くから
地域を見守ってきました。なに
わ筋のにぎやかな道沿いに
ひっそりと佇む赤い鳥居が目
を引きます。

楠永神社

グリルキムラ

レストラン上方
トラットリア アルソード

コメダ珈琲店  大阪土佐堀店

ルルット



〈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」（2・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

●編集･発行/株式会社大阪国際会議場   ●発行日/2017年6月30日   ●http://www.gco.co.jp/

この印刷物は環境に配慮した植物油インクを使用しています。
グランキューブ便りは、地球にやさしい広報誌。

OSAKA INTERNATIONAL CONVENTION CENTER CORP.

　　　　　　大阪市北区中之島5丁目3番51号
Tel.06(4803)5555（代表） Fax.06(4803)5620

ご近所　 スポット紹介

国宝2点、重要文化財13点を中心に日本・中国・韓国の貴重な陶磁器を有するのは、
中之島公園内にある大阪市立東洋美術館。豊富なコレクションだけでなく、ユニーク
な展示方法も特長です。例えば、陶磁器本来の色合いを目で楽しめる天窓からの自然
採光や、陶磁器を360度鑑賞できる回転式の展示ケースなど…。作品の魅力を存分に
伝える工夫が、あちこちに凝らされています。また、併設の喫茶サロンではコペンハー
ゲンのカップでコーヒーがいただけ、憩いのひとときに贅沢さをプラス。洋の東西を問
わず歴史ある名窯に出合える特別展や企画展も随時開催されていますので、あなたも
陶磁器の悠久の美しさに触れてみませんか。

東洋陶磁美術館で悠久の美を感じて
日本屈指の陶磁専門美術館

大阪出身の井原康雄は、1950～60年代を中心に活躍した作家です。行動美
術展などに多くの作品を発表し、ニューヨーク移転後は絵画にとどまらない造
形活動やパフォーマンスに精力的でした。そんな彼の若き時代の作品が12階
に飾られています。キャンバスいっぱいに情熱がほとばしる、エネルギッシュ
な大作です。

井原康雄の名画が12階を彩ります。

■DATA  住所／大阪市北区中之島1-1-26　☎／06-6223-0055　開館時間／9:30～17:00（入館は16:30まで）
休館日／月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始、展示替え期間　アクセス／京阪中之島線「なにわ橋駅」より約1分。地下
鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」、地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜駅」より約5分。　URL／http://www.moco.or.jp/

特集展
「宋磁の美」
2017年8月12日（土）～2017年9月10日（日）
一般500円、高大生300円、中学生以下無料

※展覧会名称、会期、観覧料は変更になる場合があります。
　詳細はお問い合わせください。

国際巡回企画展
「イセコレクション 世界を魅了した中国陶磁」
2017年9月23日（土・祝）～2017年12月3日（日）
一般900円、高大生550円、中学生以下無料

特別展
「唐代胡人俑－シルクロードを駆けた夢」
2017年12月16日（土）～2018年3月25日（日）
一般1,200円、高大生700円、中学生以下無料

■今後のスケジュール

色絵金彩「ゲデレー」文ティーセット

色絵金彩
「ハンガリアン・ナショナル」
文皿

色絵金彩「ヴィクトリア」文ティーセット

特別展 「ハンガリーの名窯  ヘレンド」現　在
開催中

2017年
7月30日㊐
まで

一般1,200円、高大生700円、中学生以下無料

作　者 井原　康雄  IHARA,Yasuo
作品名 62-L （1962年） 133×165（㎝）

施設
NAVI




