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●編集･発行/株式会社大阪国際会議場 ●発行日/2013年11月22日 ●http://www.gco.co.jp/
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光溢れる東エリア！ 見どころ満載！
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ローズライトファンタジア2013

1

2

中之島公園のバラ園で開催される
「バラや自然をモ
チーフとしたイルミネーションパーク」。昨年も人気を博
したスポットで、今年はさらに、
さらにパワーアップして
開催されます。

大阪市中央公会堂

歴史ある建物、中央公会堂の正面をスクリーンとし
て、
カラフルな光のアートが映し出されます。水辺のオ
ペラ
「光の歌劇2013」
と名付けられた作品は、
その美
しさと楽しさに魅せられてしまうかも。

Ⓒ Festival of the Light in Osaka Executive Committee

水晶橋

3

82年の歴史を持つ水晶橋。
ライトアップされた姿が水
面に写るとその名の通り水晶の様な輝きを放ちます。
この歩行者専用の橋上には植込みやベンチがあり、
のんびり川を眺められる空間が広がっています。

撮影スポット
御堂筋のあちこちに光のオブジェが展示され、記念撮
影ができる撮影スポットとして人気です。

が
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Ⓒ Festival of the Light in Osaka Executive Committee

4

大阪市役所（市庁舎）

大阪市庁舎では、壁面に大阪文化を表現した光と影
のアートが映し出され、幻想的な光で庁舎を包みこみ
ます。市役所内では毎年大好評の
「中之島おもてなし
カフェ」
が期間限定でオープン予定です。

ん！
うそや 島！？
え、
之
中
これが

大阪・光の饗宴2013

「大阪・光の饗宴2013」が
街を彩る
「１年中どこかでイベントをしている街」

開催期間

2013年12月1日（日）〜2014年1月19日（日）

昨年度、大阪府と大阪市が一体となって

ントが御堂筋・中之島を中心に開催される

実施した「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス２０１

きっと話題になる、
見どころスポット

足を運んでみませんか。

性を高めようとしています。そのため事業体

今年は自然を生かしてファンタジックな空

制を強化し、委員長に松井大阪府知事、副

間を演出する『ローズライトファンタジア

8

なにわ筋

見どころ、といえば全て見どころですが、

西エリア

なにわ橋
1

北浜
5

京阪本線

松屋町筋

など周辺地域のプログラムとも連携、周遊

肥後橋

2

堺筋

外に発信する、ダイナミックな光の祭典へ

4

淀屋橋

地下鉄堺筋線

グラムとして、梅田や難波、アベノ・天王寺

中之島

7

3

地下鉄御堂筋線

ス」と「御堂筋イルミネーション」をコアプロ

たもの。大阪の新たな都市ブランドを国内

渡辺橋

四つ橋筋

ス・リヨン市の「リュミエール祭」を目指し

島線

中之

京阪

6

本町

東エリア

2013』がおすすめスポットです。光でバラ

団体のトップが就任するなど、官民が一体と

の花を形どって、辺り一面を美しく華やか

なって来街者への光のおもてなしに取り組

に彩る予定です。そして中央公会堂に映し

「大阪・光の饗宴2013」
には、
この他にも見どころがたくさん。
詳しくは以下まで、
お問い合わせください。

みます。これは期待できそうですね。

出される『光の歌劇2013』は、話題のプロ

大阪・光の饗宴実行委員会事務局

映像が楽しめる光のアート作品を映し出し
ます。周辺ではイベントやグルメも楽しめ
るので、ぜひ一度行って見てください。

6

堂島大橋

グランキューブ大阪と京阪中之島駅のすぐ近く、
あ
みだ池筋の堂島川に架かる橋。両端のコンクリート
アーチがきれいに浮かびあがるイルミネーションを
楽しみながら渡るも良し、離れたところから眺めるも
良し。

中之島ウェスト

7

堂島川の水を使った大型噴水と、
ビルの壁面に映
し出される壮大な光がコラボレーション。水と光が
描き出す美しくダイナミックなショーが開催されま
す。玉江橋のライトアップを眺めながら、水辺のまち
歩きも楽しめます。
8

委員長に橋下大阪市長、実行委員会に経済

ジェクションマッピングを使い、なんと3Ｄ

1

新福島

御堂筋

は新たに、中之島の「OSAKA光のルネサン

南森町

大江橋

地下鉄四つ橋線

ティストの登竜門とも言われている、フラン

JR東西線

北新地

線

状

環

JR

２」は大好評のうちに幕を閉じました。今年

Ⓒ Festival of the Light in Osaka Executive Committee

福島
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「大阪・光の饗宴」です。これは、光のアー

フランスアベニュー

西梅田

『ローズライトファンタジア2013』

あみだ池筋

大阪。この冬、特に見逃せない風物詩イベ

御堂筋イルミネーション2013

5

全長1.9kmにわたって、御堂筋のシンボルであるイ
チョウ並木が彩られます。家族や恋人、友人と一緒
に、星のように輝く素敵な光の中を歩いてみてはいか
がでしょうか。

こっちも見逃せない！
グランキューブ大阪周辺、
西エリアのスポット達！

※
「OSAKA光のルネサンス」
本開催は12月15日
（日）
〜25日
（水）
まで

今年のコアプログラムは
「OSAKA光のルネサンス」と
「御堂筋イルミネーション」

Ⓒ Festival of the Light in Osaka Executive Committee

☎ 06-6282-5919
URL

http://www.hikari-kyoen.com/

光の饗宴

グランキューブ大阪

グランキューブ大阪にもご注目。黒川紀章氏の
設計による個性的で存在感のある建物の、昼
間とは違う夜間の表情を鑑賞できます。
すぐ隣
の堂島大橋がライトアップされていたり、
ＡＢＣ
ホールでは壁画アニメーションが撮影されてい
たり、周辺スポットも見どころ満載。仕事や会議
の帰りに立ち寄ることもでき、
ゆっくり散策が楽
しめます。帰りにはリーガロイヤルホテルでディ
ナー…なんていかがですか。

検 索

この記事は、企業と大学が連携して取り組む課題解決型授業「PBL」
の一環として、関西外国語大学の学生が作成しました。
※掲載している情報は2013年10月現在のものです。画像は全てイメージ、及び過去の模様です。
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ナカノシマップ・トリップ

陶磁器の美しさを
最大限に引き出す美術館

心地よい秋風と一緒に、
アート散歩はいかが？

Nakanoshimap
Trip

中之島エリアは、芸術の秋にぴったりのアートスポット。
見ごたえある美術館からおしゃれなギャラリーまで、
わくわくする出会いが待っています。

国宝や重要文化財を含む、世界一級の東洋陶磁コレクションが並ぶ常
設展は見ごたえ充分。館内は陶磁器本来の色合いや質感を味わうことが
できる、採光や照明の工夫がされています。また、併設の喫茶サロンにもぜ
ひ。ロイヤル・コペンハーゲンのカップでコーヒーやお茶がいただけます。

グランキューブ大阪もその1つ。館内を彩る作品の数々を堪能できます。

北新地駅
環
JR

状

■DATA
住所:北区中之島1-1-26 ☎06-6223-0055 開館時間:9時30分〜17時（入館は閉館30分前ま
で） 休:月曜日（祝日の場合はその翌日）&12月28日〜1月4日、臨時休館あり 入場料:大人500円
高校・大学生300円（中学生以下無料、
企画展・特別展の場合は別料金）
アクセス:京阪中之島線「な
にわ橋」
駅よりすぐ、
地下鉄御堂筋線
「淀屋橋」
駅より徒歩約5分

福島駅

線

東

四つ橋筋

JR

西線

新福島駅

02 国立国際美術館

03 大阪市立東洋陶磁美術館
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中之島公園

淀屋橋駅

市立科学館
下福島公園

なにわ橋駅

肥後橋駅

ショコラブティック レクラ

京阪本線

04 アートエリア B１

07 Gallery Amrita

菅原ビル
靱公園

大阪国際会議場
国内外のアーティストの作品が鑑賞できる、
現代アートの穴場スポット。

01

グランキューブ大阪の館内は、実は隠れたアートスペース。各階の通路や
壁面に、大阪府が所蔵する国内外のアートが多数、展示されています。展示
された絵画は全て、大阪府２０世紀美術コレクションです。大胆な構図と色
使いの抽象画が多いのですが、黒川紀章氏の建築が醸し出すグランキュー
ブ大阪の未来的な空間に、しっくりとなじんでいる気がします。お気に入り
の作品を探して、館内散策はいかがですか。
※ホールや会議場の利用時にしか観ることのできない作品もあります。
■DATA
開館日：1月4日〜12月28日 開館時間：9：00〜21：00

3

国立国際美術館
外観からアート！ 世界でも珍しい地下型美術館
目を引かれるのはその個性的
な外観。建築家シーザー・ペリ
の設計で、館内の主要部分を地
下に集約している完全地下型の
美術館として知られています。
現在は「あなたの肖像ー工藤哲
巳回顧展」を開催中（2014年1
月19日まで。入館料・一般850
円）
。文明批判をテーマに挑発
的でドラマチックな作品を残し
た芸術家の活動を回顧します。
■DATA
住所:北区中之島4-2-55
☎06 - 6447-4680 開館時間:10時〜
17時（金曜は〜19 時まで、入館は閉館
30分前まで） 休:月曜日（祝日の場合は
翌日） 入場 料（コレクション展）:一 般
420円 大学生130円（高校生以下・18
歳未満・6 5歳以上無料、特別展は別料
金） アクセス:京阪中之島 線「渡 辺橋」
駅より徒歩約５分、地下鉄四ツ橋線「肥
後橋」駅より徒歩約10分

02

松屋町筋

大阪国際会議場

地下鉄御堂筋線

わ筋
なに

地下鉄四つ橋線

住友病院

大阪市立
東洋陶磁美術館

03

気鋭のデザイン事務所
が 企 画・運 営 するギャラ
リー。小さいながらセンス
を感じる空間に、味わいの
ある展 示 作品やグッズが
揃っています。アーティス
トの想いを身 近に感じら
れる心地 よい 雰 囲 気 に、
思わず時間を忘れそう。11
月7 〜 29日 はMurgraph
「銀のひとびと 明るい音
楽」、11月30 〜 12月2日
はcolophonの出版記念イ
ベント「旅する絵はがき」
が開催されます。

05

■DATA
住所:西区土佐堀1-4-3 西田ビル3F ☎06-6441-3603 営業時間:12〜19時（展示期間中の
み） 休:日・月曜日 アクセス:地下鉄四ツ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」駅より徒歩約
5分

Gallery Amrita
夜景とアート。ありそうでなかったギャラリー

07

プチ・バーを併設したギャラリーでは、
食事やスイーツを楽しみながらリラッ
クスした雰囲気で展示作品を鑑賞できます。バータイムは午後11時まで。夜
は中之島公園や堂島川付近の夜景と作品を眺めながらカクテルで乾杯…な
んて贅沢な時間を体感できますよ。
■DATA
住所:中央区北浜1−1−12 Y sビル6F ☎06-6209-0050 営業時間:15時〜23時
（土曜日は13
時〜18時） 休:日・祝日 アクセス:地下鉄堺筋線、
京阪本線
「北浜」
駅から出てすぐ

アートエリア B１
人とアートの交流拠点が駅構内に誕生

04

京阪中之島線、なにわ橋駅構内というユニークな場所に開設されたギャラ
リースペース。
「アート」と「知」が融合した展覧会やイベント企画を定期的
に開催しています。10月22日からは松岡正剛氏プロデュースの「上方遊歩
46景〜言葉･本･名物による展覧会〜」がスタート。 知の巨人 といわれる伝
説の編集者が、上方（京街道）の名所をテーマにメッセージを発信します。
■DATA
住所:北区中之島1-1-1 ☎06-6226-4006 営業時間：12〜19時 休:月曜（祝日の場合は翌日）
&12月26日〜1月13日 アクセス:京阪中之島線
「なにわ橋」
駅下車 駅構内地下1階

LADS GALLERY
25年の歴史を持つ、関西現代アートの発信地

06

レトロ建築で有名なメリヤス会館内の一角に広がる、洗練された空間が印
象的なギャラリー。抽象、具象のカテゴリーにとらわれず、国内外の新進作
家の現代アートを積極的に紹介しています。11月12 〜 17日は山崎良展、中
村敦展、11月19 〜 12月1日は堀尾貞治展を開催。
■DATA
住所:福島区福島3-1-39 メリヤス会館102号 ☎06-6453-5706 営業時間:12時〜19時（展示
最終日は17時まで） 休:月曜日

おみやげにいかが ?
今月の逸品

「惑星ショコラ」

お土産に『惑星』はいかが？ 色彩鮮やかなショコラ

宇宙からそのまま降ってきたような輝きを放つショコラは、太陽系
の惑星を見事に再現。美しい色彩もさることながら、フルーツや紅茶、
ナッツなど、それぞれ個性的な味やフレーバーも魅力です。ここでし
か買えないショコラだから、大阪のお土産に最適。ちょっと贅沢な自
分へのプレゼントにも…。
■DATA
［ショコラブティック レクラ］住所：北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル１階フロント
横 ☎06-6448-1121（ホテル代表）、06-6441-1308（直通） 営業時間:11時〜19時
（3月31日まで）、11時30分〜18時30分（4月1日〜9月30日）※季節により営業時間の変
更あり 無休 アクセス:京阪中之島線「中之島」駅直結

4

ナカノシマップ・トリップ

陶磁器の美しさを
最大限に引き出す美術館

心地よい秋風と一緒に、
アート散歩はいかが？

Nakanoshimap
Trip

中之島エリアは、芸術の秋にぴったりのアートスポット。
見ごたえある美術館からおしゃれなギャラリーまで、
わくわくする出会いが待っています。

国宝や重要文化財を含む、世界一級の東洋陶磁コレクションが並ぶ常
設展は見ごたえ充分。館内は陶磁器本来の色合いや質感を味わうことが
できる、採光や照明の工夫がされています。また、併設の喫茶サロンにもぜ
ひ。ロイヤル・コペンハーゲンのカップでコーヒーやお茶がいただけます。

グランキューブ大阪もその1つ。館内を彩る作品の数々を堪能できます。

北新地駅
環
JR

状

■DATA
住所:北区中之島1-1-26 ☎06-6223-0055 開館時間:9時30分〜17時（入館は閉館30分前ま
で） 休:月曜日（祝日の場合はその翌日）&12月28日〜1月4日、臨時休館あり 入場料:大人500円
高校・大学生300円（中学生以下無料、
企画展・特別展の場合は別料金）
アクセス:京阪中之島線「な
にわ橋」
駅よりすぐ、
地下鉄御堂筋線
「淀屋橋」
駅より徒歩約5分
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07 Gallery Amrita

菅原ビル
靱公園

大阪国際会議場
国内外のアーティストの作品が鑑賞できる、
現代アートの穴場スポット。

01

グランキューブ大阪の館内は、実は隠れたアートスペース。各階の通路や
壁面に、大阪府が所蔵する国内外のアートが多数、展示されています。展示
された絵画は全て、大阪府２０世紀美術コレクションです。大胆な構図と色
使いの抽象画が多いのですが、黒川紀章氏の建築が醸し出すグランキュー
ブ大阪の未来的な空間に、しっくりとなじんでいる気がします。お気に入り
の作品を探して、館内散策はいかがですか。
※ホールや会議場の利用時にしか観ることのできない作品もあります。
■DATA
開館日：1月4日〜12月28日 開館時間：9：00〜21：00

3

国立国際美術館
外観からアート！ 世界でも珍しい地下型美術館
目を引かれるのはその個性的
な外観。建築家シーザー・ペリ
の設計で、館内の主要部分を地
下に集約している完全地下型の
美術館として知られています。
現在は「あなたの肖像ー工藤哲
巳回顧展」を開催中（2014年1
月19日まで。入館料・一般850
円）
。文明批判をテーマに挑発
的でドラマチックな作品を残し
た芸術家の活動を回顧します。
■DATA
住所:北区中之島4-2-55
☎06 - 6447-4680 開館時間:10時〜
17時（金曜は〜19 時まで、入館は閉館
30分前まで） 休:月曜日（祝日の場合は
翌日） 入場 料（コレクション展）:一 般
420円 大学生130円（高校生以下・18
歳未満・6 5歳以上無料、特別展は別料
金） アクセス:京阪中之島 線「渡 辺橋」
駅より徒歩約５分、地下鉄四ツ橋線「肥
後橋」駅より徒歩約10分

02

松屋町筋

大阪国際会議場

地下鉄御堂筋線

わ筋
なに

地下鉄四つ橋線

住友病院

大阪市立
東洋陶磁美術館

03

気鋭のデザイン事務所
が 企 画・運 営 するギャラ
リー。小さいながらセンス
を感じる空間に、味わいの
ある展 示 作品やグッズが
揃っています。アーティス
トの想いを身 近に感じら
れる心地 よい 雰 囲 気 に、
思わず時間を忘れそう。11
月7 〜 29日 はMurgraph
「銀のひとびと 明るい音
楽」、11月30 〜 12月2日
はcolophonの出版記念イ
ベント「旅する絵はがき」
が開催されます。

05

■DATA
住所:西区土佐堀1-4-3 西田ビル3F ☎06-6441-3603 営業時間:12〜19時（展示期間中の
み） 休:日・月曜日 アクセス:地下鉄四ツ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」駅より徒歩約
5分

Gallery Amrita
夜景とアート。ありそうでなかったギャラリー

07

プチ・バーを併設したギャラリーでは、
食事やスイーツを楽しみながらリラッ
クスした雰囲気で展示作品を鑑賞できます。バータイムは午後11時まで。夜
は中之島公園や堂島川付近の夜景と作品を眺めながらカクテルで乾杯…な
んて贅沢な時間を体感できますよ。
■DATA
住所:中央区北浜1−1−12 Y sビル6F ☎06-6209-0050 営業時間:15時〜23時
（土曜日は13
時〜18時） 休:日・祝日 アクセス:地下鉄堺筋線、
京阪本線
「北浜」
駅から出てすぐ

アートエリア B１
人とアートの交流拠点が駅構内に誕生

04

京阪中之島線、なにわ橋駅構内というユニークな場所に開設されたギャラ
リースペース。
「アート」と「知」が融合した展覧会やイベント企画を定期的
に開催しています。10月22日からは松岡正剛氏プロデュースの「上方遊歩
46景〜言葉･本･名物による展覧会〜」がスタート。 知の巨人 といわれる伝
説の編集者が、上方（京街道）の名所をテーマにメッセージを発信します。
■DATA
住所:北区中之島1-1-1 ☎06-6226-4006 営業時間：12〜19時 休:月曜（祝日の場合は翌日）
&12月26日〜1月13日 アクセス:京阪中之島線
「なにわ橋」
駅下車 駅構内地下1階

LADS GALLERY
25年の歴史を持つ、関西現代アートの発信地

06

レトロ建築で有名なメリヤス会館内の一角に広がる、洗練された空間が印
象的なギャラリー。抽象、具象のカテゴリーにとらわれず、国内外の新進作
家の現代アートを積極的に紹介しています。11月12 〜 17日は山崎良展、中
村敦展、11月19 〜 12月1日は堀尾貞治展を開催。
■DATA
住所:福島区福島3-1-39 メリヤス会館102号 ☎06-6453-5706 営業時間:12時〜19時（展示
最終日は17時まで） 休:月曜日

おみやげにいかが ?
今月の逸品

「惑星ショコラ」

お土産に『惑星』はいかが？ 色彩鮮やかなショコラ

宇宙からそのまま降ってきたような輝きを放つショコラは、太陽系
の惑星を見事に再現。美しい色彩もさることながら、フルーツや紅茶、
ナッツなど、それぞれ個性的な味やフレーバーも魅力です。ここでし
か買えないショコラだから、大阪のお土産に最適。ちょっと贅沢な自
分へのプレゼントにも…。
■DATA
［ショコラブティック レクラ］住所：北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル１階フロント
横 ☎06-6448-1121（ホテル代表）、06-6441-1308（直通） 営業時間:11時〜19時
（3月31日まで）、11時30分〜18時30分（4月1日〜9月30日）※季節により営業時間の変
更あり 無休 アクセス:京阪中之島線「中之島」駅直結

4

学会・イベントレポート
IEEE EMBC
（国際生体医工学会議）
2013年7月3日（水）〜7日（日）／全館

国内外から著名な科学者、技術者、
臨床医が集い、熱くディスカッション

2013 年夏から秋にかけて開催された
様々な学会やイベントの一部をご紹介します。

大阪府吹奏楽連盟
吹奏楽コンクール大阪府大会
2013年8月9日（金）、10日（土）／5階メインホール

中学校A組と高校A組が熱演
入場券売り切れ状態の大人気イベント

2013年7月3日〜7日に、
『第35回国際生体医工学会議IEEE

2013 ITAA国際大会
in OSAKA
2013年8月13日（火）〜18日（日）／12階特別会議場ほか

TA心理学の世界大会が
日本で初めて大々的に開催

REPORT

第17回肝類洞壁細胞
国際シンポジウム
2013年9月23日（月）〜25日（水）／12階特別会議場ほか

この分野における世界的研究者が
200名近くも参加

国際TA協会(International Transactional Analysis Association)

EMBC2013・第52回 日本生体医工学会大会』が開催されました。

の世界大会として日本で初めての大会が本年8月、大阪で開催さ

九州大学循環器内科砂川賢二大会長のもと、
「持続可能な健康社

れました。臨床・教育・組織・カウンセリングの4つの分野で活用

会の実現」をテーマに、世界最大規模の国際学会として、国内外か

されるTA心理学の毎年世界のどこかで開催される大会です。二

ら約3,100名の著名な科学者・技術者・臨床医が集い、分野を超

日間のプレ講習会、基調講演から始まる三日間の本大会と、1日

えて熱い議論が交わされました。本会を通じて、さらなる人類の健

ポスト講習会他のイベントに、世界25カ国、650名余りの参加者

康と幸福のため、次世代への医療技術の発展をこの医工学先進国

と発表者が新たな知識や、意見交換そして親交を深めた6日間

日本から世界にむけて発信することができました。また会場では、

は、日本国内のTA心理学、そして世界との融合の新たな旅立ちを

世界各国からの科学者に対し、日本文化に触れてもらう様々な企

実感するものとなりました。

画や工夫もあり、まさに医学、科学技術、そして文化が融合した会

（主催者委員会副委員長兼、事務局長 あべともこ）

として、盛会裡に終えることができました。
（大会長 砂川賢二 九州大学大学院医学研究院循環器内科学 教授）

大阪府吹奏楽連盟主催の吹奏楽コンクールは府内を４つに
分割した地区大会からはじまり、各地区代表とシードの学校が

大阪市立大学肝胆膵病態内科学教室の主催で行われた第17

グランキューブにて、関西大会への代表を目指して、音を競いま

回肝類洞壁細胞国際シンポジウムでは、肝類洞壁を構成する細

す。地区大会には中学校３０３校、高校１４８校が参加し、その

胞の働きについて、この分野の世界的トップランナーから若手研

代表とシード校の中学校３２校、高校２３校がメインホールで熱

究者の最新の研究成果が発表されました。200名近い参加者が

演を繰り広げました。客席も熱気いっぱいで高校の部では満員

あり、朝7時から夜9時までの非常にタイトなスケジュールの中も

になり、入場券売り切れの状態でした。
（事務局長 岡本 廣敏）

円滑に進行することができ、盛会裡にシンポジウムを終了できま
した。

11月以降に開催されるプログラム

大阪国際会議場にて、11月以降に開催されるものです。

国際見本市『LIVING & DESIGN 2013』

大阪MICEディスティネーション・ショーケース

2013年11月27日
（水）
〜11月29日
（金）3日間／3階イベントホール
（見本市）、10階1001-2会議室（講演会、
セミナー）

「暮らしを着飾る」新素材や新提案にふれ
リノベーションの今と未来を知る

大阪ブランド向上につながる
MICE産業活性化をめざして

今年５度目を迎える、住空間を構成する素材やインテリアを対象とし

2013年4月に大阪観光局がスタートし、大阪におけるMICE産業推進

た『LIVING & DESIGN』
−住まいと暮らしのリノベーション−。今年は

の新たな取り組みが始まりました。近年、ビジネスと旅を合 体させた

新規の出展者が多く参加されます。海外21社を含めた113社の出展者

MICEは、日本のみならず世界の国々で新成長動力のひとつとして注目さ

を迎え『DRESS UP 暮らしを着飾る楽しみ』をサブテーマに、各々の

れる分野。大阪においても経済効果、ビジネス創出、科学技術振興、都市

ブースから新しい商材や空間への提案を発信していきます。

ブランド向上の起爆剤として大いに期待されています。

恒例の講演会には、妹島 和世氏の特別講演会や、伝統文化・工芸な

そこで今回、新たな試みとしてMICE開催地としての大阪の魅力を多く

どを支援するプロジェクトにも力を注ぐ中田 英寿 氏と本見本市の総合

の主催者の方々にアピールできるイベント「大阪MICEディスティネーショ

プロデューサーを務める喜多 俊之 氏のスペシャルトークをはじめ、３日

ン・ショーケース」を実施。初回である2013年は首都圏から 将来、大阪

間選りすぐりの講師によるプログラムがラインアップされます。

でMICEを実施する可能性のある方々 を招聘します。大阪のMICE関連

※見本市会場当日入場料：1,000円（ただし、招待状持参者、WEBからの事前登録者は無料）
※セミナー、フォーラムは定員に達した時点で締め切らせて頂きます。
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2013年12月5日
（木）
〜6日
（金）／3階イベントホールほか

事業者と主催者側の方々がお話できる商談会を中心に、MICE関連のセ
ミナーや大阪ならではのテーマパーティーの体験や市内のMICE関連施
設の視察ツアーなど盛りだくさんの内容になっています。

INFORMATION

■12月5日（木）
10：30

受付開始

11：00 〜 12：00

セミナー①
MICE商品の発表プレゼンテーション

13：00 〜 18：00

展示＆商談会
コンベンション関連サービス提供企業との商談

14：30 〜 16：00

セミナー②
MICE関連の専門セミナー

18：30 〜 20：30

MICEナイト（大阪テーマパーティー）
大阪ならではの趣向を凝らしたパーティー

■12月6日（金）
9：00 〜 16：00

大阪市内MICEツアー（主催者対象）
大阪市内のコンベンション施設、ユニークベニュー等を視察

MICEとは
Meeting（会議・研修・セミナー）
・Incentive（報
奨・招待旅行）
・Convention またはConference
（大 会・学 会・国 際 会 議）
・Exhibition（展 示 会）
の頭文字を合わせた造語。広義のビジネストラベ
ルを指します。日本でも、国のインバウンド振興
策に連動して、各自治体による海外向けの誘致
活動が盛んです。
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Osaka
International
Convention
Center
Information

耳寄り情報・グランキューブよりおしらせ

トピックス

グランキューブ情報局

大阪マラソン クリーンUP 作戦に参加しました。

メインホール編

施設クローズアップ

10月27日（日）に 大 阪 マラソン
が開催されましたが、それに先立
ち大 阪マラソン クリーンUP 作

国 際 会 議からコンサートまで、多 彩な用 途に対 応するメインホール。
落ち着いた雰 囲 気の中 、
リラックスできる上 質 空 間です。

戦が実施されました（大阪市主催、
大 阪マラソン組 織 委員会 共 催）。
馬革の魅力は、しなやかな軽さ。特に
コードバンという稀少素材を生 産で
きるのは、世界でも2社しかないとか。
バッグ 78,750円、長財布 46, 20 0
円、ペンケース大 10 , 2 9 0 円、ペン
ケース小 9,240円（全て税込）

国際会議から各種セレモニー、コンサートまで…様々なニーズに対応
できるメインホールは、最大2,754人を収容できる大空間。シックなワイ
ンカラーで統一した内装は、いわゆるコンサートホールとは一線を画し
た上質な雰囲気です。お客様が快適に過ごせる工夫が満載で、特にこ
が長時間でも疲れを感じさせない設計です。1階席は収納可能なライ
ティングテーブル付きで、8ヵ国語の同時通訳装置や、大型映像設備を
備え、国際交流の場としてグローバルなコミュニケーションをサポートし
ます。

可 変するステージで、
どんな目的にも。
このホールの大きな特長が「最大 2,754人の収容が可能な大空間が
可変ステージによって、ご利用パターンを変えられる」こと。会議や式
典のご利用からダンスやファッションショーなどの開催にも対応すると
たいけれど、このホールには合わないかも…」という時でも、一度ご相

な街でお迎えしようという主旨に賛同し、当社も参加、会議場周辺の
美化清掃活動をしました。使い捨ての傘やペットボトルの他に、タバ
コの吸い殻が多く、今年は約13kgのゴミを回収しました。

グランキューブ大阪に隣接する親水空間に
極上アイテムが揃うレザーショップがあります。 「エコキャップ運動」
にご協力をお願いします。

だわっているのは座席の心地良さ。ゆったりとした広さとアームレスト

いう、見た目以上に臨機応変なステージなのです。
「イベントを開催し

大阪に来られるお客様を、きれい

国際会議や学会などのオフィシャルな催しからファッションショーや韓流コンサートま
で、分野を限定しないフレキシブルなホール。

談ください。

堂島川沿いの商業施設、中之島BANKS。ここにレザーアイテムショッ

当社では社会貢献 活動の一環として

プ「ウォームス・クラフツ・マニュファクチャー」があります。老舗の皮

2011年1月よりNPO法人エコキャップ推

革会 社 が 立ち上げ たオリジナルブランド で、製 品 は 全 てmade in

進協議会の運動に参加しています。2013

JAPAN。おしゃれな店内には上質な馬革にこだわった鞄やベルト、財

年10月現在で181,120 個のキャップをエ

布、ジャケットなどのレザーアイテムがずらり並びます。極上の素材と洗

コキャップ推進協議会に寄付することが

練されたデザイン…一生使い続けたいグッズ達に出会えます。大切な人

できました。これまでに、CO 2 削減効果1,378㎏、ポリオワクチン218.8

へのクリスマスプレゼントにも。

人分のキャップを回収しました。また、今後はご利用のお客様にもエ

DATA

アクセス／京阪電車中之島線「中之島」駅4番出口すぐ 営業時間／13：00〜
20：00 定休日／毎週月曜日※ただし2013年は12月29日まで無休
TEL 06-4256-8588 URL http://www.cordvan.jp

コキャップ運 動の輪を広めるため、館内8カ所にエコキャップ回収
BOXを設置しましたので、ご協力をお願いします。

レストラン
「 キューブサンク 」 5F

レストラン・ナビ

ホテルシェフの味が気 軽に楽しめる
近 隣にも人気のカフェテリア
グランキューブ大阪の利用者はもちろん、近隣のオフィスで働くビジネスマンや
OLも訪れるキューブサンク。
リピーターも多いセルフサービスのカフェテリアです。人
気の秘密は、
リーガロイヤルホテルのシェフが提供する本格的なメニューの数々が
1階の座 席は幅60cm、前 後 間 隔1ｍのエグゼクティブ

1階座席を最大限に利用する全体利用型、ステージを伸

座席の勾配を工夫することで、2階席からもステージが見

シート。A3サイズのライティングテーブルを引き出して使

ばして使うフラットステージ型、双方向からステージを臨

やすい設計に。

用できる。

むセンターステージ型ほか…ホールの型は用途に合わせ

気軽に楽しめること。
「限定週替わりランチ」はメインにご飯、サラダ、そしてコーヒー
かスープが付いて980円とお手頃価格。ボリュームもあって男性にも大好評です。
多彩なメニューの中でも一押しは「中之島オムライス」
（ 880円）。ぽってりときれ

て様々に可変。

いなオムライスがお皿に鎮座し、両サイドにはハヤシソースとカレーソース。実はこ

私のお気に入りスポット

営業部

カスタマーサービス課

池本

奈穂

ダイナミックな風景に出会える
開放感あふれるホワイエ。
メインホールの入口前に、幕間の休憩などに
ご利用いただけるホワイエがあります。一面が
ガラス張りになった、このスペースが私の大好き
な場所。ガラスは何と約220畳分！天空に浮か
んだ気分になれますよ。特に2階席のホワイエは
見晴らしが良く、お天気が良い日には遠く宝塚方面まで見渡せます。ベストタ
イムは夕暮れ時で、オレンジに染まる空と、ライトアップされた川辺の対比が
美しくて…。お客様から「ここは本当に素敵な景色だね」なんて声をいただく
ことも。メインホールにお越しの際はぜひ、ホワイエもお楽しみください。
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れ、土佐堀川と堂島川に挟まれた中之島を表現しているとか。おいしくて楽しい、
シェフの遊び心を味わってみませんか。
■メニューの一例

※価格は全て税込です。

週替わり限定ランチ 980 円
※主菜、ご飯、サラダ、コーヒーまたはスープ
キューブサンクカレー 980 円

● ミックスサンドイッチ 500 円
● スモールサラダ 200 円
● 本日のカップスープ 200 円

シェフからのメッセージ
リーガロイヤルホテル宴会調理部国際会議場調理支配人

前田 治

リーガロイヤルホテルの伝統を守りつつ、遊び心やアレンジを加
えた「ここでしか味わえないメニュー」づくりを心がけています。そん
なチャレンジから生まれたのが「中之島オムライス」。卵はたっぷり3
個半を使い、バターの風味を出すために表面に焦げ目をわざとつけ
ます。そうすると口に入れた時の香ばしさが違うんですよ。メニュー
は常連のお客様が飽きないよう、定番だけでなく目新しさを盛り込
む工夫が欠かせません。これからは日本各地の郷土料理をアレンジ
するアイデアもあり、期待していただきたいと思います。
PROFILE まえだ おさむ／1986年、
株式会社ロイヤルホテル入社。
その後リーガロイヤルグループの様々なレストランで腕を
ふるい、
リーガロイヤルホテル小倉でリーガトップシェフに。
2013年にキューブサンク、
及びカフェキューブの調理支配人を担当。

▲中之島オムライス

DATA

営業時間／11：00〜15：00（ラストオーダー15：00）
※限定週替わりランチは食材の入荷状況により予告なく内容を変更する
事があります。
座席数／248席 TEL／06-4803-5563
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大阪マラソン クリーンUP 作戦に参加しました。

メインホール編

施設クローズアップ
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ち大 阪マラソン クリーンUP 作
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落ち着いた雰 囲 気の中 、
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極上アイテムが揃うレザーショップがあります。 「エコキャップ運動」
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だわっているのは座席の心地良さ。ゆったりとした広さとアームレスト

いう、見た目以上に臨機応変なステージなのです。
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堂島川沿いの商業施設、中之島BANKS。ここにレザーアイテムショッ
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コキャップ推進協議会に寄付することが
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DATA

アクセス／京阪電車中之島線「中之島」駅4番出口すぐ 営業時間／13：00〜
20：00 定休日／毎週月曜日※ただし2013年は12月29日まで無休
TEL 06-4256-8588 URL http://www.cordvan.jp

コキャップ運 動の輪を広めるため、館内8カ所にエコキャップ回収
BOXを設置しましたので、ご協力をお願いします。
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Floor Guide

フロアガイド

12F

特別会議場
最 大 天 井 高16.8ｍの 開
放 感あふれるドーム型 天
井。世界のVIPをお迎えす
る国際会議にふさわしい、
ハイグレードな雰囲気と設
備を備えた空間です。

12 F

レストラン

グラントック

会議室
1202

11 F

会議室1203

屋上庭園

12F・11F・10F・8F・7F・5F

会議室

特別会議場
会議室1201

全25室の会議室が揃って
おり、いずれもフリーアクセ
スフロア。部屋を組み合わ
せることで10名から1,000
名規模の会議、
レセプショ
ン、展示会に対応。

ビジネス
センター
同時通訳ブース
会議室1006
会議室1007

会議室1102
会議室1101

10 F

会議室
1009
会議室
1008 会議室1004

同時通訳ブース

9F

October

メインホール
最大2,754名を収容可能
な大 空 間。国 際 会 議、各
種式典、コンサートまで、可
変ステージによって多彩な
用途に対応する上質の大
規模空間です。

会議室
1003

会議室
1002
会議室
1001

会議室1010

10月

5F

会議室1005

株式会社
大阪国際会議場

Event Calendar

会議室805
会議室806

会議室804

7F

8F

会議室801

会議室502

キューブサンク

カリブ海ミュージック・クルーズ

11（金）〜13（日）

第15回日本骨粗鬆症学会

14（月・祝）

Hilcrhyme TOUR NDNW -NEW DAY,NEW WORLD-

14（月・祝）

中之島音楽祭2013 〜生誕200年・ワーグナーそしてヴェルディ〜

19（土）

平成25年度逓信医学年次大会

20（日）

第17回大阪病院学会

21（月）

第68回大阪市民生委員児童委員大会

24（木）〜26（土）

第36回日本高血圧学会総会

27（日）

第12回日本ソフロロジー法研究会

29（火）

稲盛和夫・公開市民フォーラム

5F
会議室501

2F

カフェキューブ

1F

第12回国際異種移植学会及びiABO・HI国際会議

15（金）〜17（日）

第34回動物臨床医学会年次大会

20（水）〜22（金）

ＳＵＰＥＲ ＢＯＸ ２０１３

23（土）〜24（日）

第7回日本薬局学会学術総会

27（水）〜29（金）

LIVING＆DESIGN

30（土）

第11回日本乳癌学会近畿地方会

セルフサービススタイルで、上質な
料理を気軽なお値段で楽しめるカ
フェテリアです。

3（火）

大友良英＆「あまちゃん」スペシャルビッグバンドコンサート

3（火）〜4（水）

ビジネス・エンカレッジ・フェア２０１３

※高速ワイヤレスインターネット「フレッツスポット」
「HOT SPOT」
「Mzone」がご利用いただけます。

5（木）

大阪ＭＩＣＥディスティネーション・ショーケース

6（金）〜7（土）

第33回日本看護科学学会学術集会

8（日）

w-inds.LIVE TOUR 2013 ＡＷＡＫＥ

12（木）

ＡＩ「ＭＯＲＩＡＧＡＲＯ」TOUR

14（土）

第1回大阪府看護学会

14（土）

JAM

15（日）

朝日・大学シンポジウム

28（土）

DAIGO LIVE TOUR 2013 BUTTERFLY

11月

November

カフェテリア

ティールーム

営業／ 11：00 〜 19：00（Ｌ.Ｏ18：30）
TEL ／ 06-4803-5561
AED

お手洗い

身障者用お手洗い

クォン・サンウ スペシャルナイト With You

10（日）〜13（水）

※高速ワイヤレスインターネット「フレッツスポット」
「HOT SPOT」
「Mzone」がご利用いただけます。

地下駐車場入口

「野王」放送記念

豊崎愛生

モダンなインテリアの中でくつろぎの
ひとときを。喫茶メニューを中心に、
カレーやサンドイッチなどの軽食もご
用意しています。

正面出入口

第52回日本臨床細胞学会秋期大会

10（日）

営業／ 11：00 〜 15：00（Ｌ.Ｏ15：00） TEL ／ 06-4803-5563
※催事の状況により、営業時間を延長する場合もあります。

地下駐車場出口

エスカレーター

学術集会

RDI・レナウンプレミアムブランドセール

レストラン

カフェキューブ

エレベーター

骨ドック・健診分科会

9（土）〜10（日）

2F
プラザステージ 受付
地下駐車場
エレベータ
案内板

セサル・ロペス＆ハバナ・アンサンブル

日本超音波医学会 第40回関西地方会学術集会

キューブサンク

イベントホール

ティールーム

キューバ情熱音楽

9（土）

5F

9

10（木）

第61回日本化学療法学会西日本支部総会・第56回日本感染症学会中日本地方会学術集会・第83回日本感染症学会西日本地方学術集会

営業／ 11：00 〜 14：00（Ｌ.Ｏ14：00） TEL ／ 06-6441-1485
※貸切営業の場合もございますので、予めお問い合わせください。
※時間外はご予約にて承ります。

電光掲示板

NRI未来創発フォーラム2013

4（月・祝）

地上80ｍの最上階から大阪を一望
する最高のロケーション。
メニューは
南欧風の洋食メニューが中心です
が、ランチは和定食もご用意してい
ます。個室も2室（6〜18名様）
あり。

3F

リーガロイヤル
ホテルへの出入口

9（水）

6（水）〜8（金）

グラントック
カフェテリア

同時通訳ブース

第54回電池討論会

2（土）〜3（日）

Restaurant & Cafe

会議室701

7（月）〜9（水）

松山千春コンサート・ツアー２０１３ 【生きている】

12F
会議室702

HISTORY 〜Love & Harmony〜

6（水）〜7（木）

2階客席
前部

1階客席
後部

DEEP LIVE TOUR 2013

イベントホール
柱が1本もない広さ2,600
㎡、高さ9.4ｍの大空間。
レ
イアウトも演出も思いのま
ま、各種展示会やイベント、
会議、
レセプションに。規模
に応じて分割も可能です。

会議室803

会議室802

6（日）

31（木）〜11/1（金） 第72回全国産業安全衛生大会

3F
2階客席
後部

イベントカレンダー

男性用お手洗い

女性用お手洗い

12月
December

２ndコンサートツアー

2013

住まいと暮らしのリノベーション

Project
声優学概論

始めに「声」があった。

主催者の都合により日時や内容等が変更になる場合がありますので、大阪国際会議場ホームページ（http://www.gco.co.jp/）の「イベントカレンダー」をご確認ください。
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料理を気軽なお値段で楽しめるカ
フェテリアです。

3（火）

大友良英＆「あまちゃん」スペシャルビッグバンドコンサート

3（火）〜4（水）

ビジネス・エンカレッジ・フェア２０１３

※高速ワイヤレスインターネット「フレッツスポット」
「HOT SPOT」
「Mzone」がご利用いただけます。

5（木）

大阪ＭＩＣＥディスティネーション・ショーケース

6（金）〜7（土）

第33回日本看護科学学会学術集会

8（日）

w-inds.LIVE TOUR 2013 ＡＷＡＫＥ

12（木）

ＡＩ「ＭＯＲＩＡＧＡＲＯ」TOUR

14（土）

第1回大阪府看護学会

14（土）

JAM

15（日）

朝日・大学シンポジウム

28（土）

DAIGO LIVE TOUR 2013 BUTTERFLY

11月

November

カフェテリア

ティールーム

営業／ 11：00 〜 19：00（Ｌ.Ｏ18：30）
TEL ／ 06-4803-5561
AED

お手洗い

身障者用お手洗い

クォン・サンウ スペシャルナイト With You

10（日）〜13（水）

※高速ワイヤレスインターネット「フレッツスポット」
「HOT SPOT」
「Mzone」がご利用いただけます。

地下駐車場入口

「野王」放送記念

豊崎愛生

モダンなインテリアの中でくつろぎの
ひとときを。喫茶メニューを中心に、
カレーやサンドイッチなどの軽食もご
用意しています。

正面出入口

第52回日本臨床細胞学会秋期大会

10（日）

営業／ 11：00 〜 15：00（Ｌ.Ｏ15：00） TEL ／ 06-4803-5563
※催事の状況により、営業時間を延長する場合もあります。

地下駐車場出口

エスカレーター

学術集会

RDI・レナウンプレミアムブランドセール

レストラン

カフェキューブ

エレベーター

骨ドック・健診分科会

9（土）〜10（日）

2F
プラザステージ 受付
地下駐車場
エレベータ
案内板

セサル・ロペス＆ハバナ・アンサンブル

日本超音波医学会 第40回関西地方会学術集会

キューブサンク

イベントホール

ティールーム

キューバ情熱音楽

9（土）

5F

9

10（木）

第61回日本化学療法学会西日本支部総会・第56回日本感染症学会中日本地方会学術集会・第83回日本感染症学会西日本地方学術集会

営業／ 11：00 〜 14：00（Ｌ.Ｏ14：00） TEL ／ 06-6441-1485
※貸切営業の場合もございますので、予めお問い合わせください。
※時間外はご予約にて承ります。

電光掲示板

NRI未来創発フォーラム2013

4（月・祝）

地上80ｍの最上階から大阪を一望
する最高のロケーション。
メニューは
南欧風の洋食メニューが中心です
が、ランチは和定食もご用意してい
ます。個室も2室（6〜18名様）
あり。

3F

リーガロイヤル
ホテルへの出入口

9（水）

6（水）〜8（金）

グラントック
カフェテリア

同時通訳ブース

第54回電池討論会

2（土）〜3（日）

Restaurant & Cafe

会議室701

7（月）〜9（水）

松山千春コンサート・ツアー２０１３ 【生きている】

12F
会議室702

HISTORY 〜Love & Harmony〜

6（水）〜7（木）

2階客席
前部

1階客席
後部

DEEP LIVE TOUR 2013

イベントホール
柱が1本もない広さ2,600
㎡、高さ9.4ｍの大空間。
レ
イアウトも演出も思いのま
ま、各種展示会やイベント、
会議、
レセプションに。規模
に応じて分割も可能です。

会議室803

会議室802

6（日）

31（木）〜11/1（金） 第72回全国産業安全衛生大会

3F
2階客席
後部

イベントカレンダー

男性用お手洗い

女性用お手洗い

12月
December

２ndコンサートツアー

2013

住まいと暮らしのリノベーション

Project
声優学概論

始めに「声」があった。

主催者の都合により日時や内容等が変更になる場合がありますので、大阪国際会議場ホームページ（http://www.gco.co.jp/）の「イベントカレンダー」をご確認ください。

10

大ロボットが歩いているような「X」のオブジェ…まさか宇宙ステーショ
ン？と見まごうような未来的な風景が広がります。ここは一体どこでしょ

うか？
実は、グランキューブ大阪の5階。国際会議やコンサートが行われるメインホー
ルのメインホワイエフロアです。写真はホールの入口側から、ガラス張りのホワイ
エを眺めるアングルで、
「X」のオブジェは交差するエスカレーター。種明かしをす
れば単純な構造ですが、目の前にするとなかなかの迫力なんです。さらに注目し
たいのが天井のライト。星空をイメージした不規則なレイアウトは、建築家であ
る黒川紀章氏のこだわりです。メインホールやホワイエ空間については7ページ
の「グランキューブ情報局」でも紹介していますので、ぜひご覧ください。

写真

大阪発見

大 阪・光 の 饗 宴

巨

表紙のグランキューブ

こ の 冬 ︑O S A K A が
光に包まれる！

COVER PHOTO STORY

特 集

岡タカシ

編集後記
「芸術の秋」ということで、芸術をテーマにしまし
た。中之島で働く者でありながら、改めて中之島は芸

私たちは関西外国語大学国際言語学部の

術性の高いまちだと気づかされました。当会議場に

学生です。ＰＢＬ（課題解決型授業）という企

も近代絵画が展示されております。また、今号と次号

業の活動に参加する授業の一環で、今季の

はＰＢＬ（課題解決型授業）への参画ということで、

広報誌の制作に携わりました。記事を作るの

関西外国語大学の学生に「大阪光の饗宴2013」を

は初めての経験で右も左もわからず苦労しま

紹介していただきました。取材や記事原稿の調整、ま

したが、何とか完成させることができました。

たレイアウトの工夫など頑張っていただきました。次

私たちの記事をきっかけに光の饗宴に興味

号も若者の感性を十分発揮していただいております

を持っていただけたらと思います。

のでお楽しみに。
（Ｍ）

〈電車〉
京阪電車中之島線「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10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10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
大阪国際会議場

〒530-0005 大阪市北区中之島5丁目3-51 TEL.06-4803-5555（代）
●編集･発行/株式会社大阪国際会議場 ●発行日/2013年11月22日 ●http://www.gco.co.jp/

グランキューブ便りは、地球にやさしい広報誌。
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。

Nakanoshimap Trip

ナカノシマップ・トリップ

心地よい秋風と一緒に、
アート散歩はいかが？
学会・イベントレポート
グランキューブ情報局
フロアガイド／イベントカレンダー
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