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展示会はグランキューブ大阪で！

グランキューブ大阪の

展示会
Exhibition

営業部

からの
メッセージ

Point

1

最大2,600㎡の大空間とおもてなしの心で
継続開催いただける展示会場を目指します。
展示会場としての
グランキューブの魅力を
教えていただけますか？

Q

たくさんありますよ（笑）。まずは立
地。キタの中心地、中之島ですからアク
セスは大変便利です。企業主催の展
示 会は車での 来場 者が多いのです
が、中之島なら営業車で得意先を回っ
たその足でスムーズに立ち寄れます。
また駐車場も完備しており、約300台
収容できます。

Q

京阪中之島駅に
ほぼ隣接していて
電車での来場も便利ですね。

アクセスだけではありません。展示
会のメイン施設は3階のイベントホー
ルですが、面積2,600㎡、高さ9.4メー
トルという広々としたスペースが自慢
で、柱は1本もありません。完全な無柱
空間なので、レイアウトも演出も思い
のままです。

Point

2

展示会のメインスペースとなる3Fイベントホー
ルは面積2,600㎡、高さ9.4メートルの大空
間。柱が一本も無いからレイアウトも演出も思
いのままです。

にズームイン！

営業部次長 兼 誘致二課長

2,600㎡の
広々とした無柱空間

羽賀 一夫

Q

展示会では
設営や撤収も重要ですが
そのあたりはいかがですか？

フロアに段差がないので搬入や搬
出がスムーズに行えます。また搬入・
搬出専用のエレベーターが3基ある点
も好評です。1基しかない会場ではエ
レベーターの待ち時間で作業ロスが
出るのですが、3基あれば大幅に作業
効率が向上します。時間短縮にもつな
がりますので、メリットは大きいと思い
ますよ。

最近の展示会の傾向を
教えていただけますか？

Q

展 示 会とセミナーをセットで行う
ケースが増えてきました。来場者に商
品を見ていただき、プレゼンテーショ
ンや商 談を同時に行うのです。グラ
ンキューブのイベントホールには可動
式の間仕切りが2種類あり、会場を2
分割または3分割することが 可能で
す。
「 展示会」＋「商談」、
「 展示会」＋

Point

3

催しに必要な
インフラ設備を埋設

電気、
ガス、給排水、電話回線などのインフラ
設備をホール床下に埋設。
すべて施設内でま
かなえるので、外から引き入れる必要がありま
せん。

「セミナー」＋「レセプション」など、
複数の催しをワンフロアで実施でき
ます。

Q

一つの会場を多目的に
利用できるのは魅力ですね。

多目的ということで言えば、グラン
キューブには館内に複数の会議場、ス
テージのあるメインホール、カフェやレ
ストランも完備。さらにリーガロイヤル
ホテルが隣接しています。例えば大規
模な見本市を開催する場合、3Fイベン
トホールを全て展示会場に使い、セミ
ナーは会議室、懇親会はホテルで…と
いった使い方もできるのです。多彩な
施設を組み合わせることで、お客様が
求める規模やニーズに幅広くお応えで
きるのはグランキューブならではの魅
力だと自負しています。

Q

グランキューブの施設が
活かされた展示会には
どんなものがありますか？

可動間仕切りで
多目的利用も

会場を2分割または3分割することが可能。
「展示会」
＋
「商談」、
「 展示会」
＋
「セミナー」
＋
「レセプション」
など、複数の催しを実施でき
ます。

Point

4

搬入・搬出の
エレベーターは3基

Point

5

荷物用エレベーターは3t、4t、4.5tの3基を設
置。機材の搬入・搬出を効率的に行えます。
（展示品としての乗用車も4.5tエレベーターで
搬入可能）

24時間利用可能、
2年前から予約OK

利用時間は午前9時から午後9時までですが、
事前に申請すれば延長利用もできます。
また
予約は2年前から可能。準備期間をたっぷりと
ることができます。

出展する音響・映像機器のイベントを
毎年開 催しているのですが、大 型ス
ピーカーの試聴会では当館5階のメイ
ンホールを使うことで、迫力あるデモ
ンストレーションを実現しています。

Q

メインホールがあるからこそ
可能なイベントなのですね。

はい。他にも大手電機メーカー様の
エキシビションや、アパレル、自動車、
スポーツウェアなど、バラエティーに富
んだ展示会を開催しています。年間で
60件弱、学会などに付随して開催され
る展示会も入れると、もっと多いです
よ。グランキューブを気に入って毎年
開催してくださるお客様が多く、我々と
しても嬉しい限りです。

Q

継続して利用頂けるよう、
どんなことを心がけていますか？

「おもてなしの心」ですね。展示会を
成功に導くには、お客様やイベント会
社などとの円滑なコミュニケーション

が不可欠です。全スタッフがマナーの
行き届いたソフトな対応を意識し、気
持ちよく打合せができるよう気を配っ
ています。また施設や法規の制約でお
客様の注文にそのままお応えできない
場合も、対案をご提示するなどフレキ
シブルな対応を心がけています。ハー
ドがどんなに優れていても、ソフト面
での対応が悪ければお客様は離れて
行きます。最後の決め手となるのは人
と人との信頼関係だと私は信じてい
ます。

例えば国内外のメーカー様が多数

主催者
の声

開催事例

年に数回、文化事業の展示会でお世話になっていますが、会場も明
るく、ご高齢のお客様にとっても最 適な環 境を考えて頂き有 難く
思っています。

（近畿メンテナンス株式会社

代表取締役

日根 一彦 様）

グランキューブのイベントホールは面積が広く柱が無いため、展示
レイアウトを考える際に制約が少なくて使いやすいです。
また、スタッフの皆さんも場面に応じて臨機応変に対応していただ
けるので助かっています。

（日刊工業新聞社）
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PICK UP

10月以降のプログラム

これから開催される学会・イベントをご紹介します。

第５１回日本糖尿病学会近畿地方会
第５０回日本糖尿病協会近畿地方会

第７６回日本血液学会学術集会

〜実地臨床からの究理、そして飛躍〜

〜伝統の継承と未来への挑戦〜

学会・イベント

REPORT

開催されたプログラム

2014年の夏に開催された学会やイベントの一部をご報告します。

琴伝流大正琴 第１１回大阪大会
2014年7月23日（水）

2014年10月25日（土）

2014年10月31日（金）〜11月2日（日）

大正琴誕生100年、1,470名が思い思いに演奏
〜ジャンルを超えた63曲〜

毎年 秋に開 催されるこの学会
は、糖尿病患者の増加に伴い、
回数を重ねる度にその規模が
拡大し、地方会としては国内最
大規模とも言われています。特
別講演１題、シンポジウム２題、
教育講演５題、専門医のための
学 会 指 定講演３題の 他に、今
回は一般演題309題を採択し
ました。おそらく2,000人以上
の来場者が見込まれます。
主催者所属病院がある和歌山
県紀の川市が生んだ医聖・華岡
青洲（世界 初の全身麻酔薬発
明者）の語句「活 物究 理」から
拝借した究める心を以って糖尿
病学の飛躍を望みたい趣旨をテーマにしました。
また、第50回の節目を迎える協会地方会では、若干の趣向を凝らし
て、聴衆対象とする糖尿病患者さん達に、最後まで楽しんでいただけ
るプログラムを企画しております。

日本血液学 会は、国際 化の推
進も視 野に入れ、米 国血 液 学
会（ASH）やヨーロッパ血液学
会（EHA）との連携のもと、両
学会長の特別講演、ASH/JSH
ジョイントシンポジウム（骨髄
増殖性疾患）、EHA/JSHジョイ
ントシンポジウム（遺伝性血液
疾患の原因遺伝子）を企画して
おります。また、地元アジア各
国との連携につきましても、ア
ジア地区に多い骨髄不全症に
ついて、7カ国の血液学会によ
るパネルディスカッションを企
画しております。また、血液学の
若手研究者・臨床家向きの会長
シンポジウムや各種講演を設けております。
これまで、
医師、
基礎研究者、
薬剤師、
看護師、
検査技師や製薬企業の方
など様々な領域の方々にご参加いただいており、
その数は毎年5,000人
を超えるようになってきております。
海外からの参加者も毎年増加傾向
で、
色々な方々と交流することのできる良い機会であると考えております。

琴伝流大正琴発足40周年を迎えた今年、第11回大阪大会を開催い
たしました。琴伝流の歩みは、大正琴アンサンブルを世に広げ、愛好
者の多くが音のハーモニーを楽しむようになり、さらにその音楽性も
深くレベルの高い演奏が全国各地で奏でられてきました。タイプライ
ターをヒントに発明され、ギター・ピアノ・和箏の長所を兼ね備えた近
代楽器・大正琴ですが、今回の発表会では大阪を始め関西２府５県
から63チーム(教室)の会員がそれぞれの曲を披露、10時から17時ま
で大正琴の演奏を楽しみました。ジャンルも、演歌・童謡・ポップス・
ジャズ・クラシック…と様々な曲を、出演者も5歳から90歳まで幅広
い年齢層の会員が出演しました。

（第51回日本糖尿病学会近畿地方会 会長 近藤 溪 公立那賀病院 名誉院
長）

第５４回日本核医学会学術総会
第34回日本核医学技術学会総会学術大会
2014年11月6日（木）〜8日（土）

核医学領域として国内最大規模の学会
アジア地域の国際学会も合同開催
本学 術 集会は核医学の診断・
治療・技 術の分野では国内最
大の学会です。今回のテーマは
「核医学の未来を見つめる〜大
阪から世界へのメッセージ」で
す。核医学の対象領 域は横断
的で幅 広く、加速 器 開 発 や創
薬、画像解析学など医歯薬系、
理工系、薬学系など様々な分野
の関係者が参加します。また、
今回は11月5日（水）〜6日（木）
の期間で第13回アジア地域核
医学協議会年次学術総会およ
び第4回アジア核医学 技術学
会も合同開催となり、4学会の
関係者が集う国際色豊かな学
会となります。大阪から核医学に関連した新しい学問の芽を発信で
きればと思います。多くの皆様のご参加をお待ちしています。
（第54回日本核医学会学術総会 会長 畑澤 順 大阪大学大学院医学系研究
科 核医学講座 教授／第34回日本核医学技術学会総会学術大会 大会長
藤埜 浩一 大阪大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門主任）

3

グランキューブ大阪の

（第76回日本血液学会学術集会 会長 金倉 譲 大阪大学大学院医学系研究
科 血液・腫瘍内科学 教授）

富士通フォーラム２０１４
2014年7月2日（水）〜3日（木）

富士通が主催する最大級のイベント
大阪では過去最高3,400名を超えるお客様がご参加
今年は「Human Centric Innovation」をテーマに掲げ、進化するICT
の力で「人」を支援することでイノベーションの創出を加速し、お客様
のビジネスや様々な社会課題の解決に役立つセミナーや展示デモを
実施いたしました。近未来の運転支援技術や最先端のテクノロジー
などをご紹介させていただき、参加者の方からも大変好評をいただき
ました。
これからも、ICTの力で皆様の経営やビジネスの成功に貢献していく
と共に安全で豊かな社会を実現して参りたいと考えております。
（富士通株式会社 富士通フォーラム2014事務局）

東京大学主催 主要大学説明会２０１４

計測展 2014 OSAKA

2014年8月17日（日）

全国の主要大学が大阪に集結！

2014年11月19日（水）〜21日（金）

計測と制御によって、“未来が、動きだす”
計測と制御によって動
きだす 未来 、そして、
最 新の製 品や技 術 動
向をより良く理 解して
いただくために、４つ
の視点【日本の国際競
争力とものづくり】
【パ
ワーエレクトロニクス
が拓く未来】
【スマート
ワ イヤ レス の 未 来 】
【Industry4.0の時
代へ】を軸にした立体的な企画、
「 オーソリティによる特別講演」、
「テーマ展示」、
「製品展示」、
「テクニカルセミナー」、
「企業紹介や講
演内容の解説を公開で行うJEMIMAステージ」を準備しています。セ
ミナー会場では、講師や出展者と詳しい商談ができる商談ブースを
多数配置し、グランキューブ大阪をフル活用したフロアレイアウトで
多くの方のご来場を心よりお待ちしております。
出展小間数:140小間（57社11委員会）
セミナー70セッション以上
http://jemima.or.jp/osaka/
（一般社団法人 日本電気計測器工業会 計測展OSAKA実行委員会主催事
務局）

（琴伝流大正琴）

第３２回日本骨代謝学会学術集会

2014年7月24日（木）〜26日（土）

今年で10年目を迎えた東京大学主催『主要大学説明会（大阪会場）』
では、約2,000名の方にご参加いただきました。
九州大学 丸野 俊一 理事･副学長（教育担当）
（専門：認知発達心理
学･教授心理学）により全生徒対象に､学問の素晴らしさ､楽しさをわ
かりやすく紹介していただいた基調講演を始め、東京大学、京都大
学、大阪大学を始めとする主要11大学が、各大学の紹介、平成27年
度入試の選抜方法、教育内容などについて説明を行いました。その
他、現役大学生の体験談、参加23大学による個別相談ブース、資料
コーナーなどを実施し大変ご好評をいただきました。次年度も8〜9
月に開催予定です。
（主要大学説明会事務局：大学情報センター 代表取締役社長 下村 宏）

骨代謝学の新たな展開―基礎と臨床の融合―
「骨代謝学の新たな展開 ―基礎と臨床の融合―」をメインテーマと
し、第32回日本骨代謝学会学術集会を開催いたしました。
プログラムでは世界をリードする先生方による特別講演、海外招請
講演、教育講演、Meet the Expertsに加え、日本整形外科学会、日本
内分泌学会、日本リウマチ学会との合同シンポジウムを設けました。
骨代謝領域の臨床、研究を行う上で必要な最新情報を他学会の専
門家から得る機会となり、また、参加者による活発な討論、意見交換
により、新たに参加した若手臨床医や研究者に骨代謝研究への関心
を高めていただくきっかけになったものと確信しています。
（第32回日本骨代謝学会学術集会 会長 杉本 利嗣 島根大学医学部内科学
講座 内科学第一 教授）
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PICK UP

10月以降のプログラム

これから開催される学会・イベントをご紹介します。

第５１回日本糖尿病学会近畿地方会
第５０回日本糖尿病協会近畿地方会

第７６回日本血液学会学術集会

〜実地臨床からの究理、そして飛躍〜

〜伝統の継承と未来への挑戦〜

学会・イベント

REPORT

開催されたプログラム

2014年の夏に開催された学会やイベントの一部をご報告します。

琴伝流大正琴 第１１回大阪大会
2014年7月23日（水）

2014年10月25日（土）

2014年10月31日（金）〜11月2日（日）

大正琴誕生100年、1,470名が思い思いに演奏
〜ジャンルを超えた63曲〜

毎年 秋に開 催されるこの学会
は、糖尿病患者の増加に伴い、
回数を重ねる度にその規模が
拡大し、地方会としては国内最
大規模とも言われています。特
別講演１題、シンポジウム２題、
教育講演５題、専門医のための
学 会 指 定講演３題の 他に、今
回は一般演題309題を採択し
ました。おそらく2,000人以上
の来場者が見込まれます。
主催者所属病院がある和歌山
県紀の川市が生んだ医聖・華岡
青洲（世界 初の全身麻酔薬発
明者）の語句「活 物究 理」から
拝借した究める心を以って糖尿
病学の飛躍を望みたい趣旨をテーマにしました。
また、第50回の節目を迎える協会地方会では、若干の趣向を凝らし
て、聴衆対象とする糖尿病患者さん達に、最後まで楽しんでいただけ
るプログラムを企画しております。

日本血液学 会は、国際 化の推
進も視 野に入れ、米 国血 液 学
会（ASH）やヨーロッパ血液学
会（EHA）との連携のもと、両
学会長の特別講演、ASH/JSH
ジョイントシンポジウム（骨髄
増殖性疾患）、EHA/JSHジョイ
ントシンポジウム（遺伝性血液
疾患の原因遺伝子）を企画して
おります。また、地元アジア各
国との連携につきましても、ア
ジア地区に多い骨髄不全症に
ついて、7カ国の血液学会によ
るパネルディスカッションを企
画しております。また、血液学の
若手研究者・臨床家向きの会長
シンポジウムや各種講演を設けております。
これまで、
医師、
基礎研究者、
薬剤師、
看護師、
検査技師や製薬企業の方
など様々な領域の方々にご参加いただいており、
その数は毎年5,000人
を超えるようになってきております。
海外からの参加者も毎年増加傾向
で、
色々な方々と交流することのできる良い機会であると考えております。

琴伝流大正琴発足40周年を迎えた今年、第11回大阪大会を開催い
たしました。琴伝流の歩みは、大正琴アンサンブルを世に広げ、愛好
者の多くが音のハーモニーを楽しむようになり、さらにその音楽性も
深くレベルの高い演奏が全国各地で奏でられてきました。タイプライ
ターをヒントに発明され、ギター・ピアノ・和箏の長所を兼ね備えた近
代楽器・大正琴ですが、今回の発表会では大阪を始め関西２府５県
から63チーム(教室)の会員がそれぞれの曲を披露、10時から17時ま
で大正琴の演奏を楽しみました。ジャンルも、演歌・童謡・ポップス・
ジャズ・クラシック…と様々な曲を、出演者も5歳から90歳まで幅広
い年齢層の会員が出演しました。

（第51回日本糖尿病学会近畿地方会 会長 近藤 溪 公立那賀病院 名誉院
長）

第５４回日本核医学会学術総会
第34回日本核医学技術学会総会学術大会
2014年11月6日（木）〜8日（土）

核医学領域として国内最大規模の学会
アジア地域の国際学会も合同開催
本学 術 集会は核医学の診断・
治療・技 術の分野では国内最
大の学会です。今回のテーマは
「核医学の未来を見つめる〜大
阪から世界へのメッセージ」で
す。核医学の対象領 域は横断
的で幅 広く、加速 器 開 発 や創
薬、画像解析学など医歯薬系、
理工系、薬学系など様々な分野
の関係者が参加します。また、
今回は11月5日（水）〜6日（木）
の期間で第13回アジア地域核
医学協議会年次学術総会およ
び第4回アジア核医学 技術学
会も合同開催となり、4学会の
関係者が集う国際色豊かな学
会となります。大阪から核医学に関連した新しい学問の芽を発信で
きればと思います。多くの皆様のご参加をお待ちしています。
（第54回日本核医学会学術総会 会長 畑澤 順 大阪大学大学院医学系研究
科 核医学講座 教授／第34回日本核医学技術学会総会学術大会 大会長
藤埜 浩一 大阪大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門主任）
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グランキューブ大阪の

（第76回日本血液学会学術集会 会長 金倉 譲 大阪大学大学院医学系研究
科 血液・腫瘍内科学 教授）

富士通フォーラム２０１４
2014年7月2日（水）〜3日（木）

富士通が主催する最大級のイベント
大阪では過去最高3,400名を超えるお客様がご参加
今年は「Human Centric Innovation」をテーマに掲げ、進化するICT
の力で「人」を支援することでイノベーションの創出を加速し、お客様
のビジネスや様々な社会課題の解決に役立つセミナーや展示デモを
実施いたしました。近未来の運転支援技術や最先端のテクノロジー
などをご紹介させていただき、参加者の方からも大変好評をいただき
ました。
これからも、ICTの力で皆様の経営やビジネスの成功に貢献していく
と共に安全で豊かな社会を実現して参りたいと考えております。
（富士通株式会社 富士通フォーラム2014事務局）

東京大学主催 主要大学説明会２０１４

計測展 2014 OSAKA

2014年8月17日（日）

全国の主要大学が大阪に集結！

2014年11月19日（水）〜21日（金）

計測と制御によって、“未来が、動きだす”
計測と制御によって動
きだす 未来 、そして、
最 新の製 品や技 術 動
向をより良く理 解して
いただくために、４つ
の視点【日本の国際競
争力とものづくり】
【パ
ワーエレクトロニクス
が拓く未来】
【スマート
ワ イヤ レス の 未 来 】
【Industry4.0の時
代へ】を軸にした立体的な企画、
「 オーソリティによる特別講演」、
「テーマ展示」、
「製品展示」、
「テクニカルセミナー」、
「企業紹介や講
演内容の解説を公開で行うJEMIMAステージ」を準備しています。セ
ミナー会場では、講師や出展者と詳しい商談ができる商談ブースを
多数配置し、グランキューブ大阪をフル活用したフロアレイアウトで
多くの方のご来場を心よりお待ちしております。
出展小間数:140小間（57社11委員会）
セミナー70セッション以上
http://jemima.or.jp/osaka/
（一般社団法人 日本電気計測器工業会 計測展OSAKA実行委員会主催事
務局）

（琴伝流大正琴）

第３２回日本骨代謝学会学術集会

2014年7月24日（木）〜26日（土）

今年で10年目を迎えた東京大学主催『主要大学説明会（大阪会場）』
では、約2,000名の方にご参加いただきました。
九州大学 丸野 俊一 理事･副学長（教育担当）
（専門：認知発達心理
学･教授心理学）により全生徒対象に､学問の素晴らしさ､楽しさをわ
かりやすく紹介していただいた基調講演を始め、東京大学、京都大
学、大阪大学を始めとする主要11大学が、各大学の紹介、平成27年
度入試の選抜方法、教育内容などについて説明を行いました。その
他、現役大学生の体験談、参加23大学による個別相談ブース、資料
コーナーなどを実施し大変ご好評をいただきました。次年度も8〜9
月に開催予定です。
（主要大学説明会事務局：大学情報センター 代表取締役社長 下村 宏）

骨代謝学の新たな展開―基礎と臨床の融合―
「骨代謝学の新たな展開 ―基礎と臨床の融合―」をメインテーマと
し、第32回日本骨代謝学会学術集会を開催いたしました。
プログラムでは世界をリードする先生方による特別講演、海外招請
講演、教育講演、Meet the Expertsに加え、日本整形外科学会、日本
内分泌学会、日本リウマチ学会との合同シンポジウムを設けました。
骨代謝領域の臨床、研究を行う上で必要な最新情報を他学会の専
門家から得る機会となり、また、参加者による活発な討論、意見交換
により、新たに参加した若手臨床医や研究者に骨代謝研究への関心
を高めていただくきっかけになったものと確信しています。
（第32回日本骨代謝学会学術集会 会長 杉本 利嗣 島根大学医学部内科学
講座 内科学第一 教授）
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る
月刊島民がおく

中之島的
聖地巡礼

第1回

映画

中之島の
人気フリ
ー
とのコラ ペーパー
ボ企画

て翔べ』は、まさしく中之島という場所が書かせた作品と言える

通っていた、医師で作家の久坂部羊氏だ。久坂部氏には月刊島民

だろう。

で長らく「中之島ふらふら青春記」という学生時代の思い出を綴る

『月刊島民』とは…
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付中。

『月刊島民』
Vol.5 3 2012 12/1

©TOHO CO.,LTD.

連載は『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』として単行本になっている）。
特集の最後では、大阪での映画撮影をサポートする大阪フィル
ム・カウンシルの方に、ロケ地としての中之島の可能性を聞いてい
る。それによれば、
「既存の大阪のイメージを一新する」場所である
とのこと。映画と中之島の縁は、これからいっそう深まっていくのか

中之島は映画を楽しむ場所でもあった。同じく月刊島民2012年

もしれない。

12月号では、新朝日ビルにあった「SABホール」や堂島にあった「大

新朝日ビル（SAB）

『黄金を抱いて翔べ』を生んだ風景。

ておなじみであり、ホールレンタルが割安だったために自主上映の

あまり知られていないが、グランキューブ大阪のある中之島は映

映画鑑賞会などもよく行われていた。また、後者はいわゆる「名画

画と縁の深い場所でもある。中之島が舞台になった作品として記憶

座」で、入場料を払えば1日ずっと映画を観ることができた。そのた

に新しいのは、2012年に公開された『黄金を抱いて翔べ』だろう。

め、暇を持て余した（あるいは単にサボりたい）学生にとっては貴重

直木賞作家・髙村薫の同名小説が原作、監督は井筒和幸、主演の

な場所だった。
そんな学生の一人が、かつて中之島にあった大阪大学医学部に

マ通り」と題して映画に関する特集をした。その巻頭インタビューで
髙村氏は、中之島についてこんな風に語っている。

水晶橋

開された『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』の冒頭シーン。この「ク

うだ。
「ある日、とても暑い夏の盛りでしたが、住友銀行（当時）の前

リーンエネルギー・ファクトリー」こそ、まだ竣 工間もないグラン

を通りかかり、ふと『ここにお金がたくさんあるんだろうな』と考え

キューブ大阪だった。

たのが始まり」。

メガホンを取った手塚昌明監督は、夕刊紙の取材で「未来的な形

小説を読むと、淀屋橋、土佐堀川遊歩道、中之島公園、旧ダイビ

で、
ＳＦ的な雰囲気がよかった」と答えている。反対に壊された側の

ルなど中之島の風景が随所に登場する。映画のロケも行われてお

グランキューブ大阪の職員の反応はと言うと、
「完成して間もない勤

り、中之島公園や川沿いのベンチなど見知った景色の中で俳優たち

務先の建物が壊されるのは悲しいものの、有名になると思うと嬉し

が動く様子を見るとつい面食らってしまう。

かった」という複雑な心境もあれば、
「ゴジラは50ｍで建物は104ｍ。

Osaka Nakanoshima

鉄骨もたくさん入っているからそんなに簡単にはいかないはずなの

PRODUCTION
に…。やっぱりゴジラはとてつもない破壊力」という感想も。あるい
は「どうせなら会議室もシーンに使ってほしかった」
「エキストラで出

DIRECTOR

たかった」という声もあり、さすがはゴジラの影響力である。

CAMERA

『ゴジラ×メガギラス~G消滅作戦~』
（2000年）
SCENE
TAKE

ゴジラシリーズの第24作。対ゴジラ戦闘部隊「Ｇグラスパー」
た
ちは、新兵器によって日本を襲うゴジラを別次元へ送ろうとして
いた。
だが、
その実験中に時空の歪みが生じ、古代の巨大昆虫
が現代に入り込んでしまい、
ゴジラを襲い始める。
そして最後はメ
ガギラスが誕生し、
ゴジラとの死闘を繰り広げる。
脚本:柏原寛司／三村 渉

特殊技術:鈴木健二
音楽:大島ミチル
SCENE
TAKE

出演:田中美里、谷原章介、伊武雅刀、星由里子
発売元:東宝

駅
島
之
中

大阪市中央卸売市場
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『ゴジラ×メガギラス
（2000年）
G消滅作戦』

映画『黄金を抱いて翔べ』
より、中之島公園に立つ幸田（妻夫木聡）
とモモ
（チャンミン）。
背景には淀屋橋やかき船。中之島周辺の風景がふんだんに出てくる。
©2012「黄金を抱いて翔べ」製作委員会

2
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大阪市中央卸売市場

『ブラック・レイン』
（1989年）

アメリカから来日した刑事
たちが、指名手配犯の愛
人を探し出して尾行する
切迫のシーン。
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京阪電車北浜駅

『特命係長 只野仁最後の劇場版』
（2008年）
大阪を巻き込んだ人気漫画の劇場版で
は、主人公の只野がターゲットを追って
駆け込んだ地下の駅となった。

土佐堀川沿い

金塊が眠る銀行のモデ
ルとなった現・三井住友
銀行がある。犯行グルー
プの「主戦場」にして別
れの場所。銀行の建物
自体は神戸で撮影。

襲来を逃れて東京から大阪に遷都される
も、
またもやゴジラが上陸。
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スパー」のメンバーが到着し、なんとか破壊されるのを阻止しようと

土佐堀川沿い
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御堂筋

髙村氏は小説家としてデビューする前、商社勤めの頃にも得意先
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リーンエネルギー・ファクトリー」がある。対ゴジラ戦闘部隊「Gグラ
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地下鉄四つ
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之島を襲う。中之島には新エネルギーを研究開発する発電所「ク

旧・新大阪ホテル

京

ス街の真ん中を２本の川が貫く中之島のような場所は大阪にしかな
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い。グリコの看板やたこ焼きみたいな外向けに作られたイメージで
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大江橋駅

川

渡辺橋駅

ので、川のある風景には親しみがあるし、やっぱり好きなんですね。

背びれを光らせ怒り狂ったゴジラが、
「新首都」となった大阪・中

堂島川

大

「わたくしは幼い頃に郊外へ移りましたが、生まれは大阪市内な
ただ川が流れているだけなら東京でもどこでもありますが、ビジネ

写真提供／株式会社朝日ビルディング

中之島 シネマロケ地MAP

その公開を記念して、月刊島民2012年12月号では「中之島キネ

ゴジラに壊されているのは竣工間もないグランキューブ大阪。映画で新しい建物が壊される
ケースは他にもけっこうあり、
ゴジラは意外に
「新名所」好きなのか？

昭和33（1958）年に建てられ、大阪グランド
ホテルや朝日放送も入居。地下の「ABC
ホール」
は昭和41（1966）年の朝日放送大
淀移転を機に
「SABホール」
と改名、平成元
（1989）年には
「フェスティバル・リサイタル・
ホール 」と再 び 名 前を変 えて 平 成 2 0
（2008）年の取り壊しまで続いた。600席弱
のSABホールは公開録画だけでなく試写会
や自主上映にうってつけ。のみならず毎年2
月には階上の旧フェスティバルホールで
「ベ
ストテン映画祭」
も開かれていた。

之島の様子をコラムで紹介している。前者は映画の試写会会場とし

方神起）ら俳優陣のキャスティングも話題をさらった。

DIRECTOR
5
PRODUCTION

の時代のゆるい空気を表しているようにも思える（ちなみに、この

映画を楽しむ場所だった頃。

妻夫木聡を筆頭に、浅野忠信、桐谷健太、溝端淳平、チャンミン（東

CAMERA

品をはじめ、よくもこれだけ観たなという感じではあるが、それがこ

毎地下劇場」を例に、映画とゆっくり向き合えた1970〜80年代の中

ゴジラ、中之島を襲う。

監督:手塚昌明

いった」映画について書かれている。ピロスマニなどやや難解な作

原作:高村薫『黄金を抱いて翔べ』
（新潮文庫刊） 監督:井筒和幸
主題歌:安室奈美恵「Damage」
（avex trax） 脚本:吉田康弘・井筒和幸
出演:妻夫木聡、浅野忠信、桐谷健太、溝端淳平、
チャンミン
（東方神起）、
西田敏行 販売元: エイベックス・ピクチャーズ

文／大迫 力
（月刊島民プレス）

DATE

は、久坂部青年が「講義の合間や自主休講の時に、よく一人で観に

土佐堀川沿いの「住田銀行」の地下金庫に眠る金塊を盗み出
す計画に6人の男が集まる。
それぞれに人知れぬ過去と暗い情
念を抱えた男たちは、周到に犯行計画を練り上げ、ついに決行
する…。直木賞作家・髙村薫氏のデビュー作を、井筒和幸監督
が念願の映画化を果たした。

ゴジラに壊され、名作を生んだ中之島。
映画とのつながりを探る。

DATE

エッセイを連載してもらっていた。
「中之島シネマ巡り」という回で

『黄金を抱いて翔べ』
（2012年）

8

旧・新大阪ホテル

『憎いあンちくしょう』
（1962年）

石 原 裕 次 郎 演じる主 人
公を引きとめる恋人とのや
り取りがホテル前で繰り
広げられた。現在は住友
中之島ビルが建つ。
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ホームレスを装い、
ベンチ
北朝鮮の元スパイだった
幸田とモモは変電所を爆 で夜を明かす幸 田とモ 主 人 公 の 幸 田に、ジイ モモが、行方を追ってき
破するため地下に潜り、 モ。川べりで掃除夫をす ちゃんが遠い日の話をす た兄と対峙する。緊迫と
共同溝を探索。
ここから るジイちゃんが何者かと る。土佐堀川を背に並ぶ 悲しみの背景に浮かび
地上に出る。
密通するのを目撃する。 二人の関係は…。
上がる夜の大阪城。

9

水晶橋

『旅の贈りもの 0:00発』
（2006年）
印象的なアーチを描く橋
は、大 阪から始まる旅を
通して、男女5人の心象
を描く作品にて登場。

大阪府庁舎

『プリンセス・トヨトミ』
『ブラック・レイン』
『逆転裁判』
『HERO 劇場版』
（2007年）

人気ドラマの劇場版や人気アニメの実写版に
洋画など、
ジャンルさまざまに使用される。特に
裁判所として撮影されることが多いようだ。

10

大阪市中央公会堂

『プリンセス・トヨトミ』
『０からの風』
（2007年）
『逆転裁判』
（2012年）
絵になる中之島のランドマーク
は登場本数もピカイチ。決意を
新たにするシーンや、主要人物
が登場するシーンに使用されて
いる。

13

大阪城公園

『プリンセス・トヨトミ』
『特命係長 只野仁』
（2007年）
『茶々 天涯の貴妃』
物語の鍵を握るスポットとしてだけでな
く、劇中ロケ地など、
さすがは大阪のシン
ボルらしく、使用されるシーンはさまざま。

6

る
月刊島民がおく

中之島的
聖地巡礼

第1回

映画

中之島の
人気フリ
ー
とのコラ ペーパー
ボ企画

て翔べ』は、まさしく中之島という場所が書かせた作品と言える

通っていた、医師で作家の久坂部羊氏だ。久坂部氏には月刊島民

だろう。

で長らく「中之島ふらふら青春記」という学生時代の思い出を綴る

『月刊島民』とは…
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付中。

『月刊島民』
Vol.5 3 2012 12/1

©TOHO CO.,LTD.

連載は『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』として単行本になっている）。
特集の最後では、大阪での映画撮影をサポートする大阪フィル
ム・カウンシルの方に、ロケ地としての中之島の可能性を聞いてい
る。それによれば、
「既存の大阪のイメージを一新する」場所である
とのこと。映画と中之島の縁は、これからいっそう深まっていくのか

中之島は映画を楽しむ場所でもあった。同じく月刊島民2012年

もしれない。

12月号では、新朝日ビルにあった「SABホール」や堂島にあった「大

新朝日ビル（SAB）

『黄金を抱いて翔べ』を生んだ風景。

ておなじみであり、ホールレンタルが割安だったために自主上映の

あまり知られていないが、グランキューブ大阪のある中之島は映

映画鑑賞会などもよく行われていた。また、後者はいわゆる「名画

画と縁の深い場所でもある。中之島が舞台になった作品として記憶

座」で、入場料を払えば1日ずっと映画を観ることができた。そのた

に新しいのは、2012年に公開された『黄金を抱いて翔べ』だろう。

め、暇を持て余した（あるいは単にサボりたい）学生にとっては貴重

直木賞作家・髙村薫の同名小説が原作、監督は井筒和幸、主演の

な場所だった。
そんな学生の一人が、かつて中之島にあった大阪大学医学部に

マ通り」と題して映画に関する特集をした。その巻頭インタビューで
髙村氏は、中之島についてこんな風に語っている。

水晶橋

開された『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』の冒頭シーン。この「ク

うだ。
「ある日、とても暑い夏の盛りでしたが、住友銀行（当時）の前

リーンエネルギー・ファクトリー」こそ、まだ竣 工間もないグラン

を通りかかり、ふと『ここにお金がたくさんあるんだろうな』と考え

キューブ大阪だった。

たのが始まり」。

メガホンを取った手塚昌明監督は、夕刊紙の取材で「未来的な形

小説を読むと、淀屋橋、土佐堀川遊歩道、中之島公園、旧ダイビ

で、
ＳＦ的な雰囲気がよかった」と答えている。反対に壊された側の

ルなど中之島の風景が随所に登場する。映画のロケも行われてお

グランキューブ大阪の職員の反応はと言うと、
「完成して間もない勤

り、中之島公園や川沿いのベンチなど見知った景色の中で俳優たち

務先の建物が壊されるのは悲しいものの、有名になると思うと嬉し

が動く様子を見るとつい面食らってしまう。

かった」という複雑な心境もあれば、
「ゴジラは50ｍで建物は104ｍ。

Osaka Nakanoshima

鉄骨もたくさん入っているからそんなに簡単にはいかないはずなの

PRODUCTION
に…。やっぱりゴジラはとてつもない破壊力」という感想も。あるい
は「どうせなら会議室もシーンに使ってほしかった」
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たかった」という声もあり、さすがはゴジラの影響力である。
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『ゴジラ×メガギラス~G消滅作戦~』
（2000年）
SCENE
TAKE

ゴジラシリーズの第24作。対ゴジラ戦闘部隊「Ｇグラスパー」
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特殊技術:鈴木健二
音楽:大島ミチル
SCENE
TAKE

出演:田中美里、谷原章介、伊武雅刀、星由里子
発売元:東宝

駅
島
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中

大阪市中央卸売市場
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『ゴジラ×メガギラス
（2000年）
G消滅作戦』

映画『黄金を抱いて翔べ』
より、中之島公園に立つ幸田（妻夫木聡）
とモモ
（チャンミン）。
背景には淀屋橋やかき船。中之島周辺の風景がふんだんに出てくる。
©2012「黄金を抱いて翔べ」製作委員会
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マンホール

（地上）

4

中之島公園

5

中之島公園

6

大坂橋

（バラ園）
ホームレスを装い、
ベンチ
北朝鮮の元スパイだった
幸田とモモは変電所を爆 で夜を明かす幸 田とモ 主 人 公 の 幸 田に、ジイ モモが、行方を追ってき
破するため地下に潜り、 モ。川べりで掃除夫をす ちゃんが遠い日の話をす た兄と対峙する。緊迫と
共同溝を探索。
ここから るジイちゃんが何者かと る。土佐堀川を背に並ぶ 悲しみの背景に浮かび
地上に出る。
密通するのを目撃する。 二人の関係は…。
上がる夜の大阪城。
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水晶橋

『旅の贈りもの 0:00発』
（2006年）
印象的なアーチを描く橋
は、大 阪から始まる旅を
通して、男女5人の心象
を描く作品にて登場。

大阪府庁舎

『プリンセス・トヨトミ』
『ブラック・レイン』
『逆転裁判』
『HERO 劇場版』
（2007年）

人気ドラマの劇場版や人気アニメの実写版に
洋画など、
ジャンルさまざまに使用される。特に
裁判所として撮影されることが多いようだ。
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大阪市中央公会堂

『プリンセス・トヨトミ』
『０からの風』
（2007年）
『逆転裁判』
（2012年）
絵になる中之島のランドマーク
は登場本数もピカイチ。決意を
新たにするシーンや、主要人物
が登場するシーンに使用されて
いる。

13

大阪城公園

『プリンセス・トヨトミ』
『特命係長 只野仁』
（2007年）
『茶々 天涯の貴妃』
物語の鍵を握るスポットとしてだけでな
く、劇中ロケ地など、
さすがは大阪のシン
ボルらしく、使用されるシーンはさまざま。
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グランキューブよりお知らせ

グランキューブ情報局
12階 特別会議場

施設クローズアップ

ほっと和む家庭料理メニューをプロの味で。
5階「まいどおおきに 大阪国際会議場食堂」をよろしく。

とをご存知ですか？「公益法人ジョイセフ」とい
う団体の活動ですが、当社もここに参加すべ
く、使用済み切手の回収運動を行っています。
約1年間で550ｇほどになり、集めた切手を送る
一 歩足を踏み入 れ る

ことができました。切手は途上国の農村に暮ら

と、そこは開放感あふれ

す保 健 スタッフや保 健ボランティアへ届けら

るドーム型の空間。足元

れ、再生自転車譲与事業や妊産婦と女性を守

にはシックな赤の絨毯が

席数は152席。食堂とはいっても、赤いギンガムのテーブルクロスで
可愛い雰囲気です。

敷れており、重厚な雰囲
気 が 醸し 出されて いま

5階レストランがこのたび、
ぐっと庶民的で親しみやすく生まれ変わりました！ 11時から15時までの

す。西洋の円卓会議をモ

ランチ営業のみですが、おすすめは「四品定食」。メイン1品、小鉢3品、ご飯、みそ汁で730円。お

チーフにデザインされた

得でボリュームたっぷりのメニューです。メインは9種類から、小鉢は何と約30種類から選べるので、

12階特別会議場は、グランキューブで最も格調と気品にあふれた施
設。ハイグレードな調度に加え、8 ヶ国語同時通訳設備や大型映像設
備を完備し、これまで何度も国際的な会議の舞台に選ばれました。サ
要ミーティングまで。ハイクラスの会議にふさわしい、最高の環境をご

特別会議場前ホワイエ

わっていたり、
さらにはお米を店舗で精米していたり…素材へのこだわりも並大抵ではありません。

DATA

まいどおおきに 大阪国際会議場食堂
■営業時間／11：00〜15：00 ■座席数／84席 ■予約・お問合せ／TEL 06-4803-5561
※時間外の貸切営業もあります。 ※1週間前までに予約いただければ「お弁当」の注文もできます。

12階「グラントック」のメニューもおいしくリニューアル。

特別会議場前に設けられたホ

阪出身の日本画家、生田花

ワイエ。地上12階から大阪の

朝女さんの作品です。郷土の

街を一望できます。会議の途

12階「グラントック」
もメニューを一新しました。
リーガロイ

祭りの風景を躍動感あふれる

中のコーヒーブレイクや、会議

ヤル・クオリティはそのまま、少しカジュアルでボリューム

ちょう

タッチで表現。モダンな空間に

が終わったあとのパーティーに

日本情緒を添えています。

もぴったり。

2階カフェ、5階カフェテリアのリニューアルに伴い、

アップしたランチをご提供しています。一番人気は「グ
ラントックランチ」。ハンバーグとエビフライのうれしいセッ

座席の配置

トは付け合わせの野菜もたっぷりです。その他、旬の

座席の配置は馬蹄形式のほか、
シアター形式、スクー

素材にこだわった「月替わりランチ」や、豪華な具材の

2000年、グランキューブ大阪は
ゴジラに破壊されたらしいな…

スクール形式

「スペシャルカレー」、週替わりのパスタなど…。これまで
「グラントックは敷居が高いかも」
と思っていた方も、
ぐっ

ケッ

と親しみやすくなりました。
もちろん12階から中之島を見
わたす抜群のロケーションはプライスレス、ですよ。
シェフからのメッセージ

受付

クローク

映写・音響調整室

リーガロイヤルホテル調理部国際会場課統括シェフ

同時通訳ブース

防災センター（関西シーエスピー株式会社） 警備

小松 浩

秋里 朱美
DATA

お客様の第一印象を決めるプラザで、
私なりのおもてなし。

■営業時間／11：00〜14：00
※ディナーは前日までの予約制。10
名様以上で、予算に応じたコースを
ご提供します。
■座席数／84席
■予約・お問合せ／
TEL 06-6441-1485

忙しいお客様をお待たせしないよう、
早くてボリュームのあるメニューを用意し
ました。野菜なら旬のものを、肉なら国
産を使うなど、上質な素材にこだわって
います。定食にはパンかライスが選べま
すが、女性のお客様に好評なのがパン。
じゃがいもを加えてもっちり焼き上げた、
リーガロイヤル自慢のバゲットです。

2001年生まれ

プラザとは、エントランス前の吹き抜け広場。お客様を正真正

風の日も、ここに立って警備にあたっています。イベントの荷物
搬入や観光バスの誘導もしますが、いつも心がけているのは元
気な挨拶。第一印象を左右するのは私…ということを肝に銘じ明
るい声かけに努めています。お客様に「また来たい」と思ってい
ただけるよう、安心と同時に笑顔を届ける…そんな警備スタッフ
になることが目標です。

7

メインホールのメンテナンスを実施しました。
グランキューブ大阪では年に3回、イベントの無い日を利用して、
メインホールの点検やメンテナンスを実施しています。今回は、吊
物設備の点検に併せて可動式床の作動油900㍑分全てを新しい
ものに交換。9月18日からスタートして、1週間をかけた大規模な
作業となりました。お客様を安全にお迎えするためのメンテナンス

ヒロインの
田中美里さんに
会えたのに�

キューブ大阪の 顔 といえる大切な場所が、私の職場。雨の日も

そこかい！
キューブくん！

銘、いちばん最初にお迎えするスペースです。ある意味グラン

くっそー
ボクがいたら︑
ボクがそこに
いたらっ・・・

私のお気に入りスポット

シアター形式

馬蹄形式

面 積 393㎡
天井高 4.6〜16.8m
サイズ 直径22.4m
馬 蹄 形 式
80名
シアター形式 414名（映像有：402名）
スクール形式 198名（映像有：192名）

ゴジラ VS キューブくん
ギラス﹂
ラ×メガ
﹁ゴジし
は
！
くわ く
を見てね
5ペ�ジ

思わず目を魅く天井の絵は大
いく た か

ます。

「家庭的な料理を､プロの味で」をコンセプトにした食堂だから、毎日でも通いたくなってしまいます。

提供します。
天井画

る活動、また子ども達の教育支援に役立てられ

豊富な組み合わせが楽しめます。
また、お魚を中央市場から仕入れていたり、野菜も地元産にこだ

ミットや世界のVIPをお招きしての催しから、学会や国内企業様の重

■収容人数データ

使用済み切手や書き損じハガキを送って、発
展途上国の女性や子ども達をサポートできるこ

世界のV I Pをお迎えする
国際 会議にふさわしい、ハイグレード空間。

ル形式など、催しの内容に応じて選べます。

使用済み切手でボランティア。

作業は、当社にとって欠かせない重要な業務のひとつです。
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ダー
ン
レ
大阪カ

ナカノシマ

ぐるぐるめ
AMA−LUR（アマ・ルール）

La Grillden（ラ・グリルーデン）

山海の恵み豊かなバスク料理を、堂島から発信。

北新地で話題の、
「肉とおでん」
のバル。

スペインとフランスにまたがるバスク地方には、
ピレネー山脈の自然の恵
みである肉や野菜、大西洋で穫れた魚介類を使った美食文化がありま
す。
バスクの名産・赤ピーマンを使った豊かな味わいの煮込み料理や、秋
はシンプルに炭火焼きにしたジビエ料理が自慢です。

塊で出てくる厳選ビーフ
を石板鍋で好みの加減
まで焼くランプ肉ステー
キや、
トマトバジルや大根
のボロネーゼソースなど
ワインの進む
「フレンチお
でん」。今年９月にオープ
ンしたばかりですが、肉と
おでんの意外な組み合
わせと確かな味が北新
地で早くも話題に。

La Grillden

渡辺橋駅

島線

堂島川

大江橋駅

渡辺橋駅

http://www.city.osaka.lg.jp/

http://www.sweets-marathon.jp/

四天王寺ワッソ

十日戎

11月2日

古 代 東 アジアでの
日 本 の 国 際 交 流を
1 , 0 0 0 人 によるパ
レードで雅やかに再
現した大阪のお祭り。

ランプ肉ステーキ50g 900円〜
（おでん）
トマトバジル 450円 大根のボロネーゼソース 380円

http://wasso.net/

11月8日〜16日

場所：大阪城

線

写真提供：大坂の陣400年
プロジェクト実行委員会

鵜殿のヨシ原焼き
場所：少彦名神社

11月14日〜12月25日

世界最大級のツリーや115年
前のメリーゴーランドなど…本場
ドイツのクリスマスを再現。

島線

写真提供：高槻市

堀

真田幸村博

12月13日〜2015年3月1日

5月〜6月

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

http://www.tenka1hikari.jp/

5

大阪三大夏祭の1
つ。大阪中を祓うお
清めの意 味もあり、
古くから
「おはらい」
と
もいわれている。
©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

http://www.sumiyoshitaisha.net/

なにわ淀川花火大会
8月

場所：淀川河川敷

満開の桜のアーチを
歩く、
春の大阪名物。
約560メートルの並
木道には、数多くの
花が咲き乱れる。

水都大阪を流れる淀川をステー
ジに迫力あるボリュームの花火
が繰り広げられる。音楽に合わ
せたエンターテイメント性豊かな
プログラムは見もの。

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

http://www.yodohanabi.com/

夏の陣

彦八まつり
場所：真田山公園

大坂夏の陣で活躍した戦国武
将・真田幸村をテーマに、飲食
やエンタメなどバラエティ豊かな
イベント盛りだくさん。
ⓒ kimiya masago

http://sanadayukimura.jp/

9

月

大阪城天守閣が光
と３Dによって大変身
するエンターテイメン
トショー。

8

2015年

※アクセス「約○分」はすべて徒歩時間です。

大阪城3Dマッピング スーパーイルミネーション

月

■DATA
住所／大阪市西区京町堀1-14-28 UTSUBO+2 1F ☎06-6147-2721
営業時間／10：00〜20：00 休／月曜 アクセス／地下鉄四つ橋線「肥後橋
駅」
より約10分。
クレヨン 2,000円

http://www.mint.go.jp/

2015年

靱公園

四つ橋筋

Les gouters

©Festival of the Light Osaka
Executive Committe

場所：大阪城

場所：造幣局

月

佐

4月中頃

4

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

場所：住吉大社

アジアの優れた映画
を部 門ごとに選 定 、
上映することで人と
映画を繋ぐイベント。

月

土

御堂筋イルミネーショ
ンとOSAKA光のル
ネサンスをコアプログ
ラムに開催される大
阪の冬の風物詩。

月

佐

通

場所：中之島ほか

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

7月30日〜8月1日

場所：ABCホールほか

桜の通り抜け

12月1日〜2015年1月18日

12
橋線
地下鉄四つ

土

堀

わ筋
なに

9

肥後橋駅

住吉祭

3月6日〜15日

©OAFF2014

2015年

2014年

まるで本物？ お子様が喜ぶカラフルチョコレート「クレヨン」。
川

大阪アジアン映画祭

http://www.oaﬀ.jp/2015/ja/index.html

大阪・光の饗宴

Les gouters（レ・グーテ）
赤いテントとロボが出迎えるカラフル
で可愛いお店には、種類豊富な焼き
菓子と、素材本来の味わいを大切に
した極上のケーキがずらり。中でも一
際心をくすぐられるのが
「クレヨン」。本
物のように精巧につくられ、色ごとにフ
レーバーの違う12種類のチョコレート
は、大人から子どもまでお気に入りの
味に出会えるはず！ここでしか買えな
い可愛いスイーツを、大阪のお土産に
いかがでしょうか？

http://www.tenjinsan.com/

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

http://www.skybldg.co.jp/

場所：大阪天満宮

日本三大祭、
そして大
阪の三大夏祭。千余
年 の 伝 統ある行 事
で、川に映る花火の
美しさに
「火と水の祭
典」
とも呼ばれている。

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/

土佐 堀川

おみやげにいかが ?

7月24日、25日

淀川の自然を守り雅
楽器にも使用される
ヨシの保全と害草・
害虫の駆除などを目
的に河原を焼く行事。

3

大江橋駅

天神祭

2015年

川

場所：新梅田シティ

http://ikutamajinja.jp/

場所：淀川河川敷

月

京 阪中之

渡辺橋駅

写真提供：少彦名神社

場所：生國魂神社

大阪最古の生國魂
神社で行われる盛大
な夏祭。枕太鼓や獅
子舞・子供神輿でに
ぎわい、町は祭りの
ふんいきでいっぱい。

7

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

2月下旬

2

ドイツ・クリスマスマーケット大阪＆空中庭園

北新地駅

四つ橋筋

わ筋
なに

堂島川

7月11日、12日

場所：総本山四天王寺

神農祭
くす玉飾りやちょうち
ん、露店がびっしりと
軒を並べる1年で最
後のお祭り。平成19
年、大阪市無形文化
財に指定された。

花尾鶏刺身盛り合せ 1,860円

土佐

生國魂祭

1月14日

http://www.shitennoji.or.jp/

11月22日、23日

地鶏旬菜 心水
■DATA 住所／大阪市北区堂島２−１−２４ 堂島アーバ
ンライフ１F ☎06-4797-9555 営業時間／ランチ11:30〜
14:00（L.O.13:30）※土曜休 ディナー17:00〜23:00
（L.O.22:00）休／日曜、祝日 アクセス／京阪中之島線「渡
辺橋駅」
より約４分。JR東西線「北新地駅」
より約４分。

修正会結願法要（どやどや）
五穀豊穣・天下泰平
を祈願する法要の最
終日に 行われる行
事。
ふんどし姿の若者
たちがお札を奪い合
う勇壮なお祭り。

2015年

東西

http://www.aizendo.com/

http://www.osakanojin400.com/

http://www.sinnosan.jp/

JR

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

http://www.imamiya-ebisu.jp/

月

■DATA 住所／大阪市北区中之島4-3-36 玉
江橋ビル 1F ☎06-6443-2014 営業時間／
11:30〜15:00（L.O.14：00）18:00〜24:00
（L.O.22:00）
JR東西線
ランチ 800円
休／月曜※祝日
島駅
新福
の場合は火曜振
り替え アクセス
島線
中之
京阪
／京阪中之島線
「中之島駅」
より
Osteria Leb
約 1 分 。J R 東 西
線「新福島駅」
よ
中之島駅
り約5分。
堀川

1

2015年

爽やかな柑橘やハーブの風味を効かせ
た魚介たっぷりのシチリア料理。今年
独立オープンしたばかりのお店ですが、
日本人の口に合う独創的なメニューは
早くも大人気です。素材の旨味が活き
ている前菜、パスタ、パンの平日のラン
チは800円からとリーズナブル。

場所：愛染堂勝鬘院

大阪三大夏祭の1
つ。縁結びの神様、
愛 染さんの祭り。奉
納提灯は多くの企業
も参加し、
圧巻のひと
こと
！

月

和モダンな空間で、朝びき薩摩地鶏を堪能。

6月30日〜7月2日

場所：今宮戎神社

大坂冬の陣から400
年を機 に 開 催 する
「天下一祭」
では、重
要文化財である大阪
城の櫓を特別公開！

店主の兄が営む、鹿児島の花尾町にある自家養鶏場から仕入れた鶏は、
串焼きのように炙ってもよし、水炊き鍋のように煮てもよし。刺し身にすれ
ば、
いっそう甘さが際立ちます。好みの季節野菜を選び、料理してもらえる
メニューもあり。
日本全国の地酒とともにお楽しみください。

写真提供：住吉大社

http://www.sumiyoshitaisha.net/

2015年

11 大坂の陣 400 年天下一祭 櫓特別公開

6

「商売繁盛で笹持っ
てこい！」
を合い言葉
にした伝統行事。

月

■DATA 住所／大阪市北区堂島浜１−３−23 ラグナ
ヴェール大阪（内）☎06-6450-4352 営業時間／ランチ
11:30〜15:00（L.O.14:00）ディナー18:00〜26:00（フー
大江橋駅
ド L.O.22:00／ドリンクL.O.25:30）休／土・日曜、祝日 ア
クセス／ＪＲ東西線「北新地駅」
より約３分。京阪中之島線
土佐 堀川
「渡辺橋駅」
より約５分。

島線

場所：住吉大社

古式に則り行われる
日本三大御田植神
事の1つ。重要無形
民 俗 文 化 財にも指
定されている。

愛染まつり

1月9日〜11日

場所：史跡なにわの宮跡

地鶏旬菜 心水（もとみ）

実力派シェフが織りなす
絶品イタリアン。

島

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

月

土佐 堀川

Osteria Leb（オステリア・レーブ）

堂

京 阪中之

給水所だけでなく、
お
菓子が食べられる給
スイーツ所が設置さ
れたマラソン大会。

12

2015年

堂島川

北新地駅

四つ橋筋

京 阪中之

線

6月14日

場所：大阪城公園

月

東西

御田植神事

12月14日

2015年

JR

AMA−LUR
四つ橋筋

■DATA 住所／大阪市北区堂島２−１−１６ フジタ東洋ビ
ル１F ☎06-6451-8383 営業時間／ランチ11:30〜
14:00（L.O.13:30）ディナー17:30〜23:00（L.O.22:00）
※金曜と祝前日は〜25:00（L.O.24:00）休／日曜、第３月
曜 アクセス／京阪中之島線「渡辺橋駅」
より約３分。JR東西
線「北新地駅」
より徒歩５分。

北新地駅

全国スイーツマラソン in 大阪

10月下旬〜11月中旬／5月中旬〜6月中旬 場所：中之島公園

秋のバラが見頃。気
品 ある花 の 香りに
包まれ、優雅に中之
島 散 歩 が できるス
ポット。

2014年

ピレネー産ビゴール豚の炭火焼き ピペラード添え 3,450円

線

中之島公園バラ園

月

東西

大阪で開催される代表的なイベントを集めた年間カレンダーです。グランキューブ大阪にお越しの際にはいかが？
2014年

JR

年中お
ことが もろい
ある

9月5日、6日

場所：生國魂神社

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

10

ダー
ン
レ
大阪カ

ナカノシマ

ぐるぐるめ
AMA−LUR（アマ・ルール）

La Grillden（ラ・グリルーデン）

山海の恵み豊かなバスク料理を、堂島から発信。

北新地で話題の、
「肉とおでん」
のバル。

スペインとフランスにまたがるバスク地方には、
ピレネー山脈の自然の恵
みである肉や野菜、大西洋で穫れた魚介類を使った美食文化がありま
す。
バスクの名産・赤ピーマンを使った豊かな味わいの煮込み料理や、秋
はシンプルに炭火焼きにしたジビエ料理が自慢です。

塊で出てくる厳選ビーフ
を石板鍋で好みの加減
まで焼くランプ肉ステー
キや、
トマトバジルや大根
のボロネーゼソースなど
ワインの進む
「フレンチお
でん」。今年９月にオープ
ンしたばかりですが、肉と
おでんの意外な組み合
わせと確かな味が北新
地で早くも話題に。

La Grillden

渡辺橋駅

島線

堂島川

大江橋駅

渡辺橋駅

http://www.city.osaka.lg.jp/

http://www.sweets-marathon.jp/

四天王寺ワッソ

十日戎

11月2日

古 代 東 アジアでの
日 本 の 国 際 交 流を
1 , 0 0 0 人 によるパ
レードで雅やかに再
現した大阪のお祭り。

ランプ肉ステーキ50g 900円〜
（おでん）
トマトバジル 450円 大根のボロネーゼソース 380円

http://wasso.net/

11月8日〜16日

場所：大阪城

線

写真提供：大坂の陣400年
プロジェクト実行委員会

鵜殿のヨシ原焼き
場所：少彦名神社

11月14日〜12月25日

世界最大級のツリーや115年
前のメリーゴーランドなど…本場
ドイツのクリスマスを再現。

島線
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堀

真田幸村博

12月13日〜2015年3月1日

5月〜6月

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）
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14:00（L.O.13:30）※土曜休 ディナー17:00〜23:00
（L.O.22:00）休／日曜、祝日 アクセス／京阪中之島線「渡
辺橋駅」
より約４分。JR東西線「北新地駅」
より約４分。

修正会結願法要（どやどや）
五穀豊穣・天下泰平
を祈願する法要の最
終日に 行われる行
事。
ふんどし姿の若者
たちがお札を奪い合
う勇壮なお祭り。

2015年

東西

http://www.aizendo.com/

http://www.osakanojin400.com/

http://www.sinnosan.jp/

JR

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

http://www.imamiya-ebisu.jp/

月

■DATA 住所／大阪市北区中之島4-3-36 玉
江橋ビル 1F ☎06-6443-2014 営業時間／
11:30〜15:00（L.O.14：00）18:00〜24:00
（L.O.22:00）
JR東西線
ランチ 800円
休／月曜※祝日
島駅
新福
の場合は火曜振
り替え アクセス
島線
中之
京阪
／京阪中之島線
「中之島駅」
より
Osteria Leb
約 1 分 。J R 東 西
線「新福島駅」
よ
中之島駅
り約5分。
堀川
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2015年

爽やかな柑橘やハーブの風味を効かせ
た魚介たっぷりのシチリア料理。今年
独立オープンしたばかりのお店ですが、
日本人の口に合う独創的なメニューは
早くも大人気です。素材の旨味が活き
ている前菜、パスタ、パンの平日のラン
チは800円からとリーズナブル。

場所：愛染堂勝鬘院

大阪三大夏祭の1
つ。縁結びの神様、
愛 染さんの祭り。奉
納提灯は多くの企業
も参加し、
圧巻のひと
こと
！

月

和モダンな空間で、朝びき薩摩地鶏を堪能。

6月30日〜7月2日

場所：今宮戎神社

大坂冬の陣から400
年を機 に 開 催 する
「天下一祭」
では、重
要文化財である大阪
城の櫓を特別公開！

店主の兄が営む、鹿児島の花尾町にある自家養鶏場から仕入れた鶏は、
串焼きのように炙ってもよし、水炊き鍋のように煮てもよし。刺し身にすれ
ば、
いっそう甘さが際立ちます。好みの季節野菜を選び、料理してもらえる
メニューもあり。
日本全国の地酒とともにお楽しみください。

写真提供：住吉大社

http://www.sumiyoshitaisha.net/

2015年

11 大坂の陣 400 年天下一祭 櫓特別公開
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「商売繁盛で笹持っ
てこい！」
を合い言葉
にした伝統行事。

月

■DATA 住所／大阪市北区堂島浜１−３−23 ラグナ
ヴェール大阪（内）☎06-6450-4352 営業時間／ランチ
11:30〜15:00（L.O.14:00）ディナー18:00〜26:00（フー
大江橋駅
ド L.O.22:00／ドリンクL.O.25:30）休／土・日曜、祝日 ア
クセス／ＪＲ東西線「北新地駅」
より約３分。京阪中之島線
土佐 堀川
「渡辺橋駅」
より約５分。

島線

場所：住吉大社

古式に則り行われる
日本三大御田植神
事の1つ。重要無形
民 俗 文 化 財にも指
定されている。

愛染まつり

1月9日〜11日

場所：史跡なにわの宮跡

地鶏旬菜 心水（もとみ）

実力派シェフが織りなす
絶品イタリアン。

島
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月

土佐 堀川

Osteria Leb（オステリア・レーブ）

堂

京 阪中之

給水所だけでなく、
お
菓子が食べられる給
スイーツ所が設置さ
れたマラソン大会。
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2015年

堂島川

北新地駅

四つ橋筋

京 阪中之

線

6月14日

場所：大阪城公園

月

東西

御田植神事

12月14日

2015年

JR

AMA−LUR
四つ橋筋

■DATA 住所／大阪市北区堂島２−１−１６ フジタ東洋ビ
ル１F ☎06-6451-8383 営業時間／ランチ11:30〜
14:00（L.O.13:30）ディナー17:30〜23:00（L.O.22:00）
※金曜と祝前日は〜25:00（L.O.24:00）休／日曜、第３月
曜 アクセス／京阪中之島線「渡辺橋駅」
より約３分。JR東西
線「北新地駅」
より徒歩５分。

北新地駅

全国スイーツマラソン in 大阪

10月下旬〜11月中旬／5月中旬〜6月中旬 場所：中之島公園

秋のバラが見頃。気
品 ある花 の 香りに
包まれ、優雅に中之
島 散 歩 が できるス
ポット。

2014年

ピレネー産ビゴール豚の炭火焼き ピペラード添え 3,450円

線

中之島公園バラ園

月

東西

大阪で開催される代表的なイベントを集めた年間カレンダーです。グランキューブ大阪にお越しの際にはいかが？
2014年

JR

年中お
ことが もろい
ある

9月5日、6日

場所：生國魂神社

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。
http://www.kamigatarakugo.jp/hikohachi.html
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COVER PHOTO STORY
表紙のグランキューブ

秋

の天空に突き出す、
赤い三日月。
遠くから見ると
建物の
「ツノ」
にも見えるこれは、
アンテナ台で

す。
今号ではグランキューブ大阪がゴジラ映画のロケ地
となった記事が紹介されていますが、
このアンテナ台は
映画のプロローグでゴジラに折られて地上に落ちてし
まいます。
しかも特殊部隊の隊長を下敷きにして…。
な
かなか重要な役どころ
（？）
なのです。
表紙の写真は屋
上から撮影したもの。
カメラマンの勇気に拍手。

あのころ、
ろ
島 このご

中之

か つ て 中 之 島 に 、大 阪 大 学 医 学 部 が あ っ た 。
緒方洪庵による適塾の流れを汲み、
大阪大

り中之島に別れを告げた。
その跡地にあるのは

学が誕生したのは1931年。
当時は大阪帝国大

「大阪大学中之島センター」
。
広く市民にも開放

学という名で、
東京をしのぐ大都会といわれた

されている知の発信基地である。

大大阪 の中心地、
中之島に設立された。
堂島
川に面して建った医学部は長くこの地にあり、
多くの医師や研究者、
そして文化人を輩出して
いる。
日本を代表するマンガ家、
手塚治虫氏も
阪大医学部出身で、
中之島に通った一人。
医学
部の法医学教室に飾ってあった全身刺青の皮
膚標本が
『ブラックジャック』
のストーリーに使

このごろの大阪大学中之島センター
知的情報の発信と交流のフロンティア、
と銘打った堂々たるビルである。

われていた…そんなエピソードを後輩である小
説家、久坂部羊氏がエッセイの中で書いてい
る。
1993年、
医学部は吹田に移転することにな

あのころの阪大医学部

堂島川沿いに、
威風堂々たる建物。
川を挟んだ向かい側には阪大病院があった。
写真提供：大阪大学

編集後記
当会議場は、北は堂島川、南は土佐堀川に囲まれた中之島に位
置します。江戸時代には蔵屋敷が建ち並び日本中の物資が集積し
た場所であり、その後は、大阪のビジネスの中心地として栄え、同
時に情報や文化を発信してきました。今回からは、そんな中之島を

語らせたら右に出る者がいない、フリーペーパー「月刊島民」の編
集集団 140Ｂさんに情報をいただくことに。ますます充実した誌面
で、中之島の楽しみ方をパワーアップしてお届けします。ぜひ中之
島に足をお運びください。
（Ｍ）

〈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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