青春を中之島で過ごした作家の再訪記
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学生時代にデートで行った、
リーガロイヤルホテルの
メインラウンジ。
大阪大学医学部に通っていた頃、付き合っていた彼女（今の妻です）と
デートで何度か訪れたことがあります。キャンパス内にあった駐車場に車
（三菱のラムダ）を置いて、コーヒーを飲みながらいろいろな話をしていまし
たね。学生だからお金もないので、１箇所で長い時間を過ごせる場所が都
合が良かったんです。少しでも長くいられるようコーヒーをちびちび飲んで、
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毎回２時間くらいは粘っていました。
ふかふかのカーペットも床を流れる小川も、ガラス越しに見る庭園の緑も
滝も、あの頃と変わっていませんね。当時はホテルそのものが大阪にはまだ
少なく、普段着では行ってはいけないような雰囲気が漂っていて、学生はみ
んな敬遠していました。私は遠慮なくジーパンで来ていましたけれど。
実は一昨年、妻と30年ぶりくらいにここを訪れたんです。
「懐かしいね」と

Winter

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 。2 0 0 3 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。
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グランキューブ大阪の
国際会議にズームイン！

言ったんですが、残念ながら妻はまったく覚えていませんでした（笑）。
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表紙のグランキューブ

折り目のついたカーテンのような、
モダンな現代アートのような。
いつもに増し
て不思議な印象を醸し出す、
今号の表紙。
何だと思いますか？ これは10階会
議室の内装壁です。
設計者である黒川紀章氏が
「折り紙」
をイメージしてデザインした
もので、
5階メインホールの天井や壁面も同じコンセプトで造られています。
他にも
「松
葉」
の形をしたドア取手など、
館内には日本的なモチーフがそこここに…。
未来的な外
観と、
伝統の美意識。
その対比の面白さもグランキューブ大阪の魅力なのでしょうね。

折

編集後記
今回の中之島的聖地巡礼は、
「蔵屋敷」がテーマになりました。天保
年間の古地図から、
当会議場の敷地には肥後藩の蔵屋敷があったこと
が推定されます。
文中にあるように、
ここ中之島では倉庫の物流機能だ
けでなく、留守居と大坂の商人が活発に打合せや取引きを行い、参勤

交代で各藩の藩主や家来達がこの地で寝泊りしていたのではないか
と・
・
・。
そんな想像を巡らすと、
この中之島は、
古くから人・モノ・情報が
行き交う、
現代のMICE機能の役割を担っており、
国際会議場がこの地
に建設されたのは決して偶然ではないと実感したところです。
（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

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

月刊島民がおくる

中之島的聖地巡礼
第2回
「蔵屋敷」

学会・イベントレポート
グランキューブ情報局
ナカノシマぐるぐるめ
年中おもろい！大阪カレンダー
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グランキューブ大阪の

新サービス＆バージョンアップで国際会議をバックアップ！
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New

大阪だからこそできることを、
グランキューブ大阪の魅力とあわせて伝えます。
営業部 誘致一課

課長補佐

松室 淳一郎

Q

これまでの会議で
思い出深いものは？

Q

「第8回国際エネルギーフォーラム」
、
「第46回国際陸上競技連盟総会 大阪
大会」、
「G8サミット財務大臣会合」な
ど枚挙にいとまがありません。
2003年
の「第6回世界周産期学会」では皇太
子ご夫妻にもご臨席を賜り、忘れられ
ない催しとなりました。2010年に開催
したハンドベルの世界大会も、楽器を
テーマにしたユニークなイベントで印
象に残っています。

Q

開催にあたり
得意とする分野はありますか？

1

G８サミット財務大臣会合
（2008年）

同時通訳設備を
デジタルシステムに！

ホールや会議室の同時
通訳設備をBOSCH社
製のデジタル設備に完
全リニューアル。
これま
で以上にクリアな音質
で会議の進行もスムー
ズに。
切換えは2015年
4月から実施。

Q

縦積みにはどのような
メリットがあるのでしょうか？

分野を限定せず幅広い会議をお引
き受けしていますが、大阪大学の地元
ということもあり、医学系の国際学会
の実績は豊富です。医学、それから工
学分野はノウハウも自信もありますの
でぜひお声がけください。
全体会、
分科
会、
会場間の導線などベストなプランを
ご提案しますよ。

13階建てのビルの上下に施設がコ
ンパクトにまとまっているためオペレー
ションしやすいのです。メインホール、
イベントホール、大小25の会議室やレ
ストランなど多数の施設を上下移動だ
けで行き来できるのは他の会議場にな
いメリット。待ち時間でストレスを感じ
ないよう、
エレベーターは11基ご用意し
ています。
主催者様からも
「使い勝手が
いい」
と好評ですよ。

国際会議場としての
特長は？

設備やサービス面での
特色は？

Q

この建物自体が最大の特長といえる

開催事例

第8回国際エネルギーフォーラム
（2002年）

3

かもしれません。一般的な国際会議場
は低 層階が主 流で広い 敷 地の中に
ホールや会議スペースを横に配置して
います。ところがグランキューブ大阪は
高層建築で、
会議に必要な施設を縦に
積み上げるよう設計されています。

グランキューブ大阪といえば
やはり「国際会議」ですよね。

はい。そもそも当館は2000年のG8
サミット誘致を念頭に作られた施設。
当然のことながら国際会議は得意中
の得意です。
おかげさまでオープンから
14 年にわたり、数 多くのインターナ
ショナルな催しにご利用いただいてい
ます。

New

2

単体では難しいご要望にも、
リーガロイヤルホテルや堂島リバーフォーラムなどと協力しお応えしてきたグラ
ンキューブ大阪。
さらなる取り組みとして新たに
「中之島MICE関連事業者協議会」
を立ち上げます。中之
島にある多種多彩な施設との連携をさらに深め、
エリア一体となってフォローの範囲を広げます。
どんな規
模の国際会議も、遠慮なくご相談ください！

International Conference

営業部

グランキューブ大阪＆中之島
エリア一体となって国際会議をバックアップ

第14回ハンドベル世界大会
（2010年）

Q

時代の流れに合わせてバージョン
アップするよう常に心がけています。
例
えば設立当初からある8ヶ国対応の同
時通訳設備は来年4月からデジタル方
式にリニューアル。好評をいただいてい
る館内LANを2ギガから20ギガへ通信
容量アップを行いました。
また珍しいと
ころでは、春から「お祈り部屋」がオー
プンします。

お祈り部屋とは
どのような施設ですか？

Q

イスラム教などの信仰を持つ方が礼
拝できる専用スペースです。
マレーシア

New

4

本年度から
「国際会議誘致・開催支援制度」
を創設して
います。
これはグランキューブ大阪で国際会議の開催を
計画されている主催者様に対し、
サービス、資金の両面
で支援を行う仕組み。
ぜひ一度お問い合わせを！

通信容量を2ギガから
20ギガに！

New

5

2015年1月より、館内ＬＡＮのスイッチ間の通信容量
をこれまでの2ギガから20ギガにアップしました。
これ
により、館内での端末同士のデータ送受がスピー
ディーに行えるようになりました。
また、VLANの数を増
やし、
ネットワークセキュリティ対策がとれるようになり
ました。今後は、館内で自由にご利用いただける無料
Wi-Fiサービスの増強も計画中です。

やインドネシアにも優れた大学がある
ため、国際学会などに参加する方は今
後ますます増えるでしょう。こうした海
外からのお客様に少しでも快適に利用
していただくにはどうすればいいか…。
主催者様や来場者のニーズをいち早く
掴み、対応することは、私たち国際会
議場の使命です。

Q

主催者のニーズは
どうやって掴むのですか？

開催場所を検討する際、主催者様
側では会議の目的や会場の条件など
をまとめた「RFP」とよばれる資料を
作成します。まずはこれをしっかり読
みこむことでニーズを把握し、プラン
作成やグランキューブ大阪の改善に
活かします。また2011年から海外の
見本市にも積極的に参加し誘致活動
を行っています。こうした活動も国際
会議の動向を知る貴重な機会となっ
ています。

誘致やアピールで
心がけていることは？

Q

グランキューブ大阪単体ではなく、
大阪で開催すれば何ができるか、とい
うマクロな視点での提案を意識して
います。24時間稼動する関空があり、
空港から市内まで1時間以内、京都や
奈良にも日帰り観光ができる大阪は、
外国からのお客様にとって最高の立
地。こうした地の利をアピールしない
手はありません。

グランキューブご利用の
主催者様を支援

お祈り部屋を
設置！

イスラム教徒の方にとってお祈りは欠か
すことのできない日課 。そこで、イスラム
教 徒などの参 加 者のためにお祈り部 屋
を新 設 中 。2 0 1 5 年 4月からご利 用いた
だけます。

大阪との一体感を含めて
ご提案するのですね。

Q

例えば主催者様をご案内する時も、
大阪らしいユーモアを交え、なごやか
な空気を作るよう気を配っています。
海外からの視察に対応した「鉄板ギャ
グ 」などもご用 意しているんですよ
（笑）。立地だけでなくホスピタリティー
でも大阪ならではの人情を感じて欲し
い…。それが結果的には地域と一体
になったグランキューブ大阪独自の魅
力につながると考えています。

OICC COLUMN

そもそも
「国際会議」
って？
実は国際会議には複数の定義が存在
します。
グランキューブ大阪が準拠して
いる
「日本政府観光局」
（ JNTO）の規
定では
主催者が国際機関・国際団体または
国家機関・国内団体（民間企業を除く）
参加者数が50名以上
参加国数が日本を含む3カ国以上
であることが条件。
ＪＮＴＯ基準では、
2013年に日本で開催された国際会議
は2,427件、
グランキューブ大阪では
43件でした。2011年震災で一時は開
催件数が1,892件、
グランキューブ大
阪では26件と大きく落ち込みましたが、
その後は盛り返してきました。
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であることが条件。
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2013年に日本で開催された国際会議
は2,427件、
グランキューブ大阪では
43件でした。2011年震災で一時は開
催件数が1,892件、
グランキューブ大
阪では26件と大きく落ち込みましたが、
その後は盛り返してきました。
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2月以降のプログラム

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。

学会・イベント

OsakaPrix全国クラシックバレエ・
コンペティション2015

関西ワールドマスターズゲームズ2021
の集い〜大会成功に向けて〜

つながるオフィス、おしごとまるごと効率化！

今回より関西大会から全国大会へ

ワールドマスターズゲームズが2021年、関西で開催！

2015年2月21日（土）〜22日（日）、3月21日（土）〜22日（日）

15年間、関係者から高い評価を得て開催さ
れてきましたOsakaPrixクラシックバレエ・コ
ンクールが、この度、募集エリアを関西限定
から日本全国へと拡大し、タイトルも「全国
クラシックバレエ・コンペティション」としてリニューアルしました。開
催部門も、
小学3年〜5年を対象にした
「ジュニア第3部」
を新設し、
年
齢差の少ない、より公正さを増したコンクールとなっています。2月
21-22日はジュニア各部の予選、3月21日はジュニア各部の準決選と
シニアの部予選、
そして22日は全部門の決選と表彰式などとなってい
ます。小さな子供たちから大人まで様々なダンサーのパフォーマンス
（産経新聞開発株式会社 事業部 桃井 睦幸）
をお楽しみください。
ITの世界では「つながること」は特別なことではありません。むしろつ
ながることを前提にした製品やサービスが主流になってきています。
もしかしたら今まで単独で使われてきた製品やシステムも、何かとつ
ながることでおしごとがさらに効率化するかもしれません。おしごと
をまるごと効率化してみませんか？
展示会場には毎年300を超えるシステムが展示され、しかも大塚商
会ならではのソリューションの組み合わせ、アイディアが満載です。コ
ストを抑え、システムをつなげて、ビジネスの効率化を実現しましょ
う。その他著名人講師をお招きしての特別セミナーも同時開催いた
します。参加費は無料となりますのでぜひ皆様のご来場をお待ちい
たしております。

2014年10月7日（火）

4 年に１度 開かれ、
30歳以上なら誰で
も参 加できる生 涯
スポーツの 国 際 総
合競技大 会、
「 ワー
ルドマスターズゲー
ム ズ（ W M G ）」が
2 0 21年 5月 、関 西
で 開 催 することが
決定しました。
アジ ア 初 開 催であ
り、第10 回の記 念
大 会であるこの 大
会の成功を願って、大会準備委員会の井戸敏三会長（関西広域連合
長）やオリンピアン、パラリンピアンをはじめ、行政・経済界・スポー
ツ団体から約500人が集まり、決起集会が開かれました。会場には
関西の魅力を伝える物産ブースも設置され、来場者にふるまわれま
した。
国内外から約5万人の選手参加が見込まれるこの大会を関西の皆様
と一緒に盛り上げていければと思っております。応援よろしくお願い
（ 関西ワールドマスターズゲームズ2021準備委員会事務局 広報・
します。
マーケティング担当主査 森本 研吾）

（株式会社大塚商会フェア事務局）

大阪教育大学附属平野小学校 音楽会

古代出雲文化フォーラムⅢ

本物の舞台で演奏するよろこびを！

〜「くにびき神話」と古代出雲・伯耆の成り立ち〜

2015年2月27日（金）

プロのアーティストたちが演奏する大舞台で行う音楽会。本物の舞台
で演奏する喜びを感じ、
演奏に耳を傾け聴き合う楽しさを味わう経験
を積み重ねることができるようにとの願いのもと、
大阪教育大学附属
平野小学校では、
音楽会の会場をグランキューブ大阪としています。
音楽会では、普段の音楽科学習で培ってきた力をもとに音楽を届け
ます。日々の学習の中で捉えてきた音楽の楽しさ・よさを味わいなが
ら、やりがいのあるものに取り組むことで、子どもたちは成長していき
ます。子どもたちにとって、音楽会に向けての活動は、音楽の力を育
むだけでなく、精一杯取り組む態度や、集団の一員として仲間と力を
合わせる姿勢を育てることにつながっています。子どもたち一人ひと
りの「力いっぱいがんばった」
「自分の力を出し切った」といった達成
感や満足感につながるこの経験は、子どもたちの生涯音楽を愛好す
るこころをさらに育んでいくと考えています。
音楽会当日は、これまでのお互いの成果を聴き合い、異学年のそれぞ
れのよさを感じたり、保護者の皆様にも子どもたちの成果や成長を
聴いていただいたりする場となります。このような場を、グランキュー
ブ大阪というすばらしい舞台で開催させていただけることを、うれし
（大阪教育大学附属平野小学校 音楽科教諭 椿本 恵子）
く思っています。

（国立大学法人島根大学 学長 小林
祥泰）

3

第35回動物臨床医学会記念年次大会
2014年11月14日（金）〜16日（日）

獣医師、
動物看護師、
学生及び、
市民を対象に毎年開催
今回は第35回の記念大会となりました。
当学会は現場の獣医師が明日からの臨床に生かせる知識を得るこ
とが出来る場を提供することにより、臨床獣医学の向上を目指してい
ます。基礎獣医学から最先端医療まで幅広い分野を網羅した学会を
目指して開催して参りました。
今回の市民公開特別講演には、小泉純一郎氏（元内閣総理大臣）を
迎え、
「日本の歩むべき道」をタイトルにご講演いただき、大ホールは
多くの聴講者で埋めつくされ大盛況でした。
また、当学会では、展示会場も2フロアーに設け、201社による展示
会場は大いに盛り上がりました。
来年の第36回大会は、2015年11月20日（金）〜22日（日）に開催致
（動物臨床医学会）
します。多くの方々のご参加をお待ちしております。

水の都、中之島。
思い出に残る学会やイベントは
グランキューブ大阪で。

2015年3月8日（日）

島根大学は、平成24年度から「古
代出雲文化フォーラム」を東京と
広島で開催してきました。今回の
テーマは、
『「くにびき神話」と古
代出雲・伯耆の成り立ち』です。第
1部のシンポジウムでは、弥生時代
から奈良・平安時代頃にかけての
出雲・伯耆地域と近畿などとの広
域交流の様相について、地質学・
考 古 学・文 献 史学の立場から学
際的に紹介します。また、第2部の
鼎談では、出雲大社権宮司である
千家和比古氏をお迎えし、古事記
神話と出雲国風土記そして、出雲
系 神 社の全国分布から浮かび上
がる古代出雲と大和の関連につ
いて、古代出雲・伯耆の国から大
国主命と共に国造りを行った医薬
の神の少彦名神の話も交えて神
代のロマンを楽しんでいただきま
す。多くの皆様のご参加をお待ち
しております。

開催されたプログラム

2014年の秋・冬に開催された学会やイベントの一部をご報告します。

第32回大塚商会
実践ソリューションフェア2015
2015年2月18日（水）〜19日（木）

REPORT

京阪中之島線の駅から直結のアクセス。
黒川紀章氏が設計した堂々たる建築。
少人数の会議から大規模な展示会まで
目的に合わせた多彩なスペースを備えています。
まずはご相談ください。

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

新たなる波の創造
コムエンスグループは平成２６年１２月に創立４５周年を迎えました。
昭和４４年１２月に音響業務を目的としてスタートし、その後照明・映
像業務を取扱い、各種イベントのトータルプロデュース企業として成
長して参りました。
本イベントは、ここまで会社の発展に多大な貢献をされた役員や従
業員の労をねぎらうことを目的とし、年度売上に貢献された部門や個
人を表彰いたしました。また、懇親会では豪華景品が当たるクイズ大
会などを実施し、次の５０周年に向けて更なる飛躍ができるよう決意
を固める機会になればと考え実施いたしました。
（株式会社コムエンス 取締役管財部長 鈴村 和夫）

グランキューブ大阪なら、
思い出に残る催しが実現できます。
サービスメニュー
ケータリングサービス
イベントサポート

記念写真、
ベビーシッター、宿泊施設案内、
送迎バス、筆耕、打ち上げパーティなど

会社紹介サービス

看板、装花、
ディスプレイ、電気工事、

ビデオ撮影、人材派遣など

ビジネスセンター

コピー、
ファックス、印刷、製本、名刺、
宅配便、文房具など

申込みおよび
問合せ窓口

株式会社大阪国際会議場 営業部

〒530-0005 大阪市北区中之島５丁目３番５１号
ＴＥＬ．
０６−４８０３−５５５５ ＦＡＸ．
０６−４８０３−５６２０
http://www.gco.co.jp/
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少人数の会議から大規模な展示会まで
目的に合わせた多彩なスペースを備えています。
まずはご相談ください。

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

新たなる波の創造
コムエンスグループは平成２６年１２月に創立４５周年を迎えました。
昭和４４年１２月に音響業務を目的としてスタートし、その後照明・映
像業務を取扱い、各種イベントのトータルプロデュース企業として成
長して参りました。
本イベントは、ここまで会社の発展に多大な貢献をされた役員や従
業員の労をねぎらうことを目的とし、年度売上に貢献された部門や個
人を表彰いたしました。また、懇親会では豪華景品が当たるクイズ大
会などを実施し、次の５０周年に向けて更なる飛躍ができるよう決意
を固める機会になればと考え実施いたしました。
（株式会社コムエンス 取締役管財部長 鈴村 和夫）

グランキューブ大阪なら、
思い出に残る催しが実現できます。
サービスメニュー
ケータリングサービス
イベントサポート

記念写真、
ベビーシッター、宿泊施設案内、
送迎バス、筆耕、打ち上げパーティなど

会社紹介サービス

看板、装花、
ディスプレイ、電気工事、

ビデオ撮影、人材派遣など

ビジネスセンター

コピー、
ファックス、印刷、製本、名刺、
宅配便、文房具など

申込みおよび
問合せ窓口

株式会社大阪国際会議場 営業部

〒530-0005 大阪市北区中之島５丁目３番５１号
ＴＥＬ．
０６−４８０３−５５５５ ＦＡＸ．
０６−４８０３−５６２０
http://www.gco.co.jp/
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蔵屋敷

にお祭りもあり、その日は一般の町人たちも屋敷内に入ることが許
された。露天商の屋台が並び、花火が上がることもあったらしい。
中之島周辺にはたくさんの蔵屋敷があったわけだから、さぞやにぎ
やかだったと言えるのかもしれない。
この他にも、味の素グループ大阪ビルのエントランスには、建設
時の発掘調査で出土した、龍野藩蔵屋敷で使われていた食器が展
『月刊島民』
Vol.5 4 2013 1/1

実はぜんぜん知らなかった 、
中之 島の「 蔵 屋敷 」の中身 。

い。そこでお勧めしたいのが、中之島から大きく外れるが、天王寺

たが、実はここに蔵屋敷時代の名残がひっそりと残っている。エレ

こうあった。それを元にして本藩では手に入らないものを調達する

ベーターの乗り換えフロアに当たる13階のスカイロビーの一角に、

のも蔵屋敷の役目だったからだ。また、飢饉の際には倉庫の中身を

最新のタワーにはちょっと不釣り合いな小さな神社がある。その名

大坂やその周辺の人たちの救援物資として活用することもあったら

も「朝日稲荷大明神」は、かつての宇和島藩屋敷に祀られていた「和

しい。

霊社」を引き継いだもの。朝日新聞の本社ビルは何度か建て替わっ

建物がいくつも並んでいたのか…」と思うと、少し空恐ろしい気分
さえするのだった。

ているが、その度に場所を変えながらもずっと祀られ続けている。

にも西南諸藩にとっては参勤交代の往復時に利用する宿舎として

江戸時代の中之島のシンボルだった蔵屋敷の記憶が、今もなお大

の意味も大きかった。まれに蔵屋敷の内部を詳細に描いた絵図な

事に引き継がれているわけだ。

どがあるが、それを見ると、いわゆる「蔵」だけでなく、藩主たちが

中之島センタービルの敷地内にも「玉吉稲荷」という小さな神社

過ごす大きな屋敷があることがわかる。あるいは、幕末の安政元年

がある。これもかつての小倉藩の蔵屋敷で祀られていたもの。どち

（1854）にロシアのディアナ号が天保山沖に現れると、沿岸の防御

らも商売繁盛を祈願する稲荷神社であり、中之島が経済の中心地

のために派兵を求められた諸藩は、中之島の蔵屋敷を藩兵の駐留

だったことを感じさせる。ところで、こうした蔵屋敷内で祀られる神

基地として使った。これらを踏まえると、蔵屋敷＝倉庫と言うよりも、

さまは「屋敷神」と呼ばれ、土佐藩なら土佐稲荷といったように、本

むしろ「大きな蔵のある藩邸」と考えるべきなのだ。

藩で信仰されている神を勧請してくる場合が多かった。本社と同様

かんじょう

旧黒田藩長屋門（天王寺公園）

また、蔵屋敷の持つ金融の機能も見逃せない。蔵屋敷には各藩
る す い

から赴任する「留守居」という代表責任者がおり、蔵物（米や特産
くらもと

ろが、だんだんこの蔵元の役目を大坂の商人たちが担うようになっ

全部で90ある。レリーフには藩名と現在の県名、そして石高も記さ

ていく。餅は餅屋と言うが、米問屋や両替商の方が人的・地縁的ネッ

れていて、
「大阪府立 国際会議場の場所には肥後藩の蔵屋敷が

トワークも知識も豊富で、お金を扱うのには慣れているからだろう。

あったのか」
「廣島藩はやっぱり大きいな」など、眺めているとけっこ

商人たちの中には、各藩から士分にとりたてられ、
「扶持米」すな

ふ

中之島蔵屋敷探訪マップ

わ筋
なに

ち まい

わち給料をもらっている者もいた。それほど大坂の商人たちの存在

う異名にもつながっていく。そのあたりまでは良いのだが、ではそこ

たちが商人を接待するといったこともあったようで、これではすっか

から先、蔵屋敷の機能や性格となると、案外知らなかったりする。

りあべこべである。

商業史博物館主席学芸員の明尾圭造さん。どちらも大阪の歴史の

ものもあったという。転用と言えば、朝日新聞社が蔵屋敷を社屋と

エキスパートである。ページ構成は、両先生に素朴な疑問をぶつけ、

して使っていたことをご存じだろうか。明治18年（1885）、創業の地

それに答えてもらうというＱ＆Ａ方式になっている。

である江戸堀から中之島へ引っ越してきた朝日新聞社は、宇和島

味の素グループ大阪ビル
（龍野藩蔵屋敷で使われていた食器が展示）

島線

北浜駅

「佐賀藩蔵屋敷跡」
碑

京阪本線

大坂

天満橋駅

谷町筋

倉庫に転用され、大正時代に入っても昔のままの姿で使われていた

中之

地下谷町線

監修は大阪天満宮文化研究所の髙島幸次先生と大阪商業大学

京阪

松屋町筋

さて、明治時代に入って廃藩置県が行われると、大名の持ち物
であった蔵屋敷は大阪府に没収された。その後、いくつかは民間の

駅

わけで、商人蔵元に頭が上がらず、藩の財政支援を請うべく、藩士

島

蔵屋敷には各地からの年貢米が集まり、それが「天下の台所」とい

中之島フェスティバルタワー
（朝日稲荷大明神）

地下鉄堺筋線
堺筋

揮である。蔵の中身やお金の動きをばっちり握られてしまっている

なに
わ橋
駅

土佐堀川

地下鉄御堂筋線
御堂筋

の好きな方にはおなじみだろう。堂島米市場にほど近く、中之島の

渡辺橋駅

淀屋橋駅

感は大きかったのだ。こうなると海千山千の大坂商人たちの本領発

堂島川

橋線
地下鉄四つ
四つ橋筋

江戸時代の中之島に諸藩の蔵屋敷が集中していたことは、歴史

京阪電車大江橋駅
（「大坂中之島界隈蔵屋敷跡」
レリーフ）

「中津藩蔵屋舗之跡」碑

肥後橋駅
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ると、蔵と言うよりまるで城のようにも感じられる。
「こんな門のある

が、例えば土佐藩の鰹節、薩摩藩の砂糖など、各地の特産品もけっ

き込まれている。中之島本島内に41、両岸も合わせると、蔵屋敷は

最初のＱは「そもそも『蔵』なんですよね？」。とくれば、当然、た

白い漆喰で塗り固めた「なまこ壁」の様子もよくわかる。見上げてい

現在、朝日新聞社は超高層の中之島フェスティバルタワーに移っ

金を稼ぎ、本藩の財政を助けるのも大事な任務だったわけだ。とこ

だの蔵＝倉庫ではない。

その巨大さに圧倒される。壁面に平瓦を貼り付け、格子状の目地を

まず蔵の中身にもいろいろある。もちろん年貢米が主ではある

描かれており、どこにどの藩の蔵屋敷があったのかがびっしりと描

が、2013年1月号の「蔵屋敷の『常識』。」だった。

公園に移築された旧黒田藩屋敷の長屋門だ。門構えだけとは言え、

玉吉稲荷
（中之島センタービル）

蔵屋敷の記憶を引き継ぐ場所。

品）の管理・売却を行う「蔵元」も兼ねた。蔵の中身を元手にしてお

ならば専門家にきちんと解説してもらおうということで特集したの

残念なのはこれら蔵屋敷の建物が中之島にはまったく残されて

朝日稲荷大明神
（中之島フェスティバルタワー）

というレリーフがある。天保年間（1830〜1844）の中之島の様子が

う楽しいものだ。

敷があったことを示す石碑がある。
いないこと。せっかくの聖地巡礼なのに、これでは何だかもどかし

これらは倉庫の物流機能の一環として捉えることができるが、他

京阪電車大江橋駅構内の壁面に、
「大坂中之島界隈蔵屋敷跡」

朝日放送の社屋前にも、福澤諭吉の生誕の地でもある中津藩蔵屋

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。

単なる「倉庫」ではない。

大阪府立 国際会議場の場所にも
蔵屋敷があった。

跡の石碑が建てられている。さらに、中之島の対岸、ほたるまちの

『月刊島民』とは…

文／大迫 力
（月刊島民プレス）

「大坂中之島界隈蔵屋敷跡」
レリーフ
（京阪電車大江橋駅構内）

示されている。大阪高等裁判所の外周の一角には、佐賀藩蔵屋敷

之

中之島的
聖地巡礼

第2回

中

る
月刊島民がおく

中之島の
人気フリ
ー
とのコラ ペーパー
ボ企画

大阪城公
12

大阪府庁舎

中之島センタービル（玉吉稲荷）

藩の蔵屋敷を改造して社屋とした。水運が盛んだった時代、目の前
に川が流れる立地は新聞用紙の搬入にとても便利だったのだ。
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ボ企画

大阪城公
12

大阪府庁舎

中之島センタービル（玉吉稲荷）

藩の蔵屋敷を改造して社屋とした。水運が盛んだった時代、目の前
に川が流れる立地は新聞用紙の搬入にとても便利だったのだ。
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グランキューブ情報局
会議室（7階・8階・10階・12階）

施設クローズアップ

救命講習を実施いたしました。

2階のカフェがリニューアル・オープン！
「OIC CAFE」で、癒しのひとときを。

「OICC WAY」と銘打った、大阪国際会議場
の行動指針の中に「私たちは、お客様の安全・
安心を追求します」という項目があります。その
約束を守るべく、当館では様々な取り組みを行っ
ています。昨年10月には「救命講習」を実施。館
内に備えてあるAED（心臓救命装置）の使い方
などを習得しました。今後も定期的に継続するこ
とで、お客様の安全・安心につなげていきます。

12階特別会議場フロアにある小会議室1201。机を
「ロ
の字」型に配置して24名が使用できます。
リゾートをイメージした、落ち着いた雰囲気の店内。

グランキューブ大阪には、大小さまざまなサイズの会議室が全25室。それぞれの部屋を組み合わせ

2014年9月にオープン以来、早くも大人気の「OIC CAFE」。
リゾートをイメージしたおしゃれな店内
で、おいしいコーヒーや軽食をいただける…ついつい長居したくなるカフェです。居心地の良さの大
1201には専用の給湯室、
トイレが付いています。

きな理由は、空間のたっぷりした使い方。席と席の間が離れており、椅子も広くて快適です。
「周囲を
気にせずに会話したり、時間を忘れてくつろげるよう、席数よりもゆとりを優先しました」
と店長の江口

ることで、約10名から1,000名規模まで、人数に合わせて自由自在に対応可能です。名前は会議室で

佳代子さん。
「それでも81席あるのですが、ランチタイムなどの混雑時は満員になってしまうことがし

すが、会議や研修といった用途に限定しているわけではありません。例えば10 〜 50名の小規模スペー

ばしばです。比較的空いているのは午前中か、催事の少ない日ですね。」

ども人気です。
またフードは、気軽に食べられる軽食や焼き菓子がずらり。マフィン、
タルト、ワッフル、
シナモンロール…魅力的なラインナップに、毎日通いたくなってしまいます。お昼時にはホットドッグやカ

会議室は、いずれもフリーアクセスフロア。ネットワーク配線を自由に設定でき、空間すっきり。移動や

なあらゆる備品を貸し出しています。

7階の小会議室701と中会議室702の、間仕切りを外し
て1フロアに。
シアター形式で155名、
スクール形式で90
名収容できます。

おすすめのメニューは？と江口店長に聞いてみると
「ソフトデニッシュです」
との答が。アツアツのデ
ニッシュと冷たいソフトクリームの相性がバツグン、なんだそうです。
メニューの一例

例えば、こんなスタイルも

1001＋1002＋
1003

1010

803・804・805・
806

10階の会議室を3部
屋 つなげると、シア
ター形式で1,044名
を収容。

10階にある小会議室
は、
スクール形式で24
名。趣味の集まりなど
に利用されます。

8階には4つの小会議
室が並びます。両端の
2部屋はスクール形式
で24名ずつ収容。

■会議室ご利用のお問合せは

営業部予約・企画課

ドリップコーヒー 300円
カプチーノ 350円
カフェモカ 400円
プレミアムココア 400円
ソイラテ 400円

只津 和宏
カウンターで注文するセルフサービススタイル。

季節の花が咲く、
心地良い喫煙スペース。
１Fプラザステージ横に設けた喫煙所に、花のプランターを置
いて私が管理しています。季節ごとに業者さんが植え替えてくれ
私も緑と触れ合うことで心が癒されています。今は愛煙家の方
たちだけで楽しんでいただいていますが、今後はもっと多くの目
に触れるよう、広場を花でいっぱいにするのが目標です。そうそ
大切にする意味も込め皆さまのご協力をお願いします。
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你好

DATA

大阪のミックスジューススムージー 500円
野菜とフルーツのスムージー 500円
ジャーマンドッグ 420円
チリドッグ 450円
カツサンド 600円
シナモンロール 280円
ワッフル 200円
ソフトデニッシュ 650円

英語

イタリア語

Hello

Ciao

韓国語

Guten Tag

フランス語

スペイン語

Bonjour

OIC CAFE
■営業時間／9：00〜19：00（Ｌ.O.18:30） ■営業日／会議場の開館日（1月4日〜12月28日）
■座席数／81席 ■お問合せ／TEL 06-4803-5539 ※貸切営業はありません。

大阪マラソンクリーンアップ作戦に参加！
昨年の10月26日に開催された大阪マラソン。その前に行われた
「大阪クリーンアップ作戦」をご存知でしたか？国内外から集まる
多くの参加者や観光客の皆様を美しい街でお迎えしよう…とい
う、とても清々しいイベントです。もちろん大阪国際会議場も参加
しました！残念なことにマラソンのコースからは外れていたのです
が周辺の道路はキレイになりました。しかし、当日のゴミの量はな
んと9.6㎏！ゴミや吸い殻のポイ捨て、どうかやめてくださいね。

ドイツ語

안녕하세요

天の声

う、時折プランターに吸い殻がポイ捨てされていることも…花を

中国語

キューブくん！
日本語を
忘れてんで！

るので、ここで小さな四季と出会える…と密かに人気。かくいう

！！

Hola

あれ？あと
１�国語�
話せるはず
なのに
思い出せない …

営業部 施設管理課 調査役

エヘン！

スイーツは日替わりでショーケースに並ぶ。

TEL：06-4803-5585 ※受付：午前9時〜午後5時（土・日・祝日及び休館日を除く）

私のお気に入りスポット

※全てショートサイズ
の価格です。

なんと

設備、通訳設備、受付ブース、
ピアノ、演台、万国旗、
トランシーバー、館内専用ＰＨＳ…その他、必要

ツサンドも引っ張りだこ。大きな催事のある日には1日にホットドッグが200個近く売れることもあるとか。

国語

通行の多いイベントもケーブルが邪魔になりません。
さらに、色々なタイプの机や椅子、映像設備、音響

国際派キューブくん

こう見えてボクは
なのだ

集まるスペースを借りたい」
というニーズがあれば、いつでもご相談ください。料金は最小規模のスペー
スで、3時間8,640円（税込）から。手軽に利用いただける価格となっています。

国際派

ノやカフェモカ、キャラメルマキアートなどバリエーション豊か。
ミックスジュースやスムージー、ココアな

8

メニューの充実ぶりも見逃せません。例えばドリンク。
コーヒーの豆は常に挽きたてを使い、
カプチー

の全体会議」
「セレモニーや式典」
「レセプション」
「展示会」など…。
「アクセスの便利な中之島で、人の

を話せる
﹁オクテ�リンガル﹂
なんだよ�

スなら「面接会場」
「試験会場」
「カルチャー教室」
「趣味の会」などに。中〜大規模スペースなら「企業

？

？？

10名から1 , 0 0 0名規 模まで。
あらゆるスケールとニーズに応える、多彩な空間。
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大阪カ

ナカノシマ

ぐるぐるめ

鍋特集

じゃがいも鍋 キュウロク

志可（しが）

韓国のソウルフードは味よし、体によし。

サラリーマンに人気のちゃんこ鍋ランチ。

じゃがいもや豚の背骨肉を煮込んだ、
ちょい辛韓国鍋「カムジャタン」
の専
門店。長時間煮出した豚骨ベースのコラーゲンたっぷりスープが野菜とも
よく合い、食べ盛りのサラリーマンだけでなく、美容に敏感な女性陣も汗を
かきつつ大満足。
お取り寄せできるのも嬉しいところです。

ランチでもちゃんこ鍋が味わえ、
お一人様大歓迎の気軽さから、冬のオ
フィス街では連日満員。鶏肉や油揚げと12種類もの野菜を、飽きが来な
い塩味スープでぐつぐつと炊きます。夜限定の鍋には、
エビやホタテと
いった豪勢な海の幸が加わり、
旨味も食べ応えもパワーアップ。

川
島

土佐 堀 川

土佐 堀通

2

節分厄除大法会

愛染まつり

2月1日〜7日

6月30日〜7月2日

場所：大聖観音寺（あびこ観音寺）

堀

通

川

佐

土

通

堀

佐

堀

7

住吉祭

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

カヌレ110円〜

※アクセス「約○分」はすべて徒歩時間です。

12月上旬〜1月中旬（予定）

場所：中之島ほか

8

十日戎
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

http://www.hikari-kyoen.com

1月9日〜11日

場所：住吉大社

場所：淀川河川敷

大坂の陣を代表する戦国武将・
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。歴史ファンなら
ずとも楽しめることうけあい。

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。

ⓒ kimiya masago

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

http://sanadayukimura.jp

http://www.skybldg.co.jp

©Festival of the Light Osaka
Executive Committe

http://www.yodohanabi.com

1

月

月

5

場所：真田山公園（予定）

月

土佐 堀 川

土佐 堀通

5月〜6月

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

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。

2016年

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130種類も
の桜が咲き乱れる。

場所：新梅田シティ

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。選び
抜かれたグリューワインと焼き
ソーセージの味わいは、癖になる
ことまちがいなし。

12 大阪・光の饗宴

©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：造幣局

天王寺 真田幸村博コアイベント
2015年

■DATA
住所／大阪市北区堂島浜2-1-13 ☎070-6508-8880 営業時間／11:00〜19:00
※売切次第、閉店 休／水曜 アクセス／京阪中之島線「渡辺橋駅」
より約３分。

桜の通り抜け
4月中頃

写真提供：少彦名神社

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.tenjinsan.com

http://www.mint.go.jp

島線

場所：大阪天満宮

http://www.oaﬀ.jp/2015/ja/index.html

4

大江橋駅

7月24日、25日

アジア の 優 れた映
画を部 門ごとに 選
定 、上 映することで
人と映画をつなぐイ
ベント。

月

つ橋線
地下鉄四

渡辺橋駅

京 阪中之

天神祭
場所：ABCホールほか

©OAFF2014

CANELÉ du
JAPON doudou

堂島川

大阪アジアン映画祭

2015年

フランスの伝統菓子が出合った、和素材の優しい風味。

http://ikutamajinja.jp

3

2015年

CANELÉ du JAPON doudou（カヌレ ドゥ ジャポン ドゥドゥ）

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
雰囲気でいっぱい。

月

佐

場所：少彦名神社

11月中旬〜12月下旬（予定）

場所：生國魂神社

2015年

土

11月22日、23日

ドイツ・クリスマスマーケット大阪＆空中庭園

7月11日、12日

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

3月6日〜15日

http://wasso.net

http://www.sinnosan.jp

月

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。

2015年

場所：淀川河川敷

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。

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。

生國魂祭

2月22日

場所：史跡なにわの宮跡

11 神農祭

http://www.aizendo.com

鵜殿のヨシ原焼き

月

土

写真提供：あびこ観音

2015年

博多廊
線
地下鉄四つ橋

■DATA 住所／大阪市北区中之島3-4-15 三井ガーデ
ンホテル大阪プレミア２F ☎06-6446-0003 営業時間／
朝食6:30〜10:00（L.O.9:30）
ランチ11:30〜14:00
（L.O.13:30）ディナー17:30〜24:00（L.O.22:00） 休／
無休 アクセス／京阪中之島線「渡辺橋駅」
より約３分。地
下鉄四つ橋線「肥後橋駅」
より５分。

渡辺橋駅

肥後橋駅

線
地下鉄四つ橋

肥後橋駅

博多水炊き 2,484円（一人前・注文は二人前から）
※写真は二人前

島線

場所：愛染堂勝鬘院

11月1日

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
！

http://www.abikokannonji.com

堂島川
京 阪中之

おみやげにいかが ?

難波で大人気のカヌレ専門店の二号店が、昨年
11月に堂島川沿いでオープン。
ジュエリーショップ
のような可愛らしい店内には、
これまた愛らしい小
さな焼菓子が。
日本でもブームとなったカヌレには、
ほうじ茶やきなこ、抹茶が生地に練り込まれ、
日本
人がどこか懐かしいと思える味わいが楽しめます。
行儀よく並んだカヌレの姿に、職場の女子や、奥
様の顔がほころぶことうけあいのお土産です。

http://www.sumiyoshitaisha.net

写真提供：高槻市

■DATA 住所／大阪市西区江戸堀1-15-4
☎06-6441-3871 営業時間／17:00〜23:00
（L.O.22:00）※
鯨はりしゃぶ鍋 2,830円（一人前）
堂島川
土曜〜22:00
※写真は二人前
島線
京 阪中之
（L.O.21:30）休
渡辺橋駅
／日曜、祝日 ア
クセス／京阪中
之島線「渡辺橋
駅 」より約８分 。
むらさき
地下鉄四つ橋線
川
堀
「肥後橋駅」
より
佐
土
１分。

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。
写真提供：住吉大社

http://www.tenka1hikari.jp

鶏の水炊きや九州の郷土料理を、リーズナブルに。

日本の伝統料理を体感できると、海外
の客人も絶えない鯨料理専門の老舗。
鯨肉にシャキシャキの水菜を巻いてダシ
にさっとくぐらせた
「はりしゃぶ鍋」
は、確
かにわざわざ足を運びたい美味しさ。刺
身にステーキ、竜田揚げなど、
いろいろ
な食べ方で鯨に親しめるのも専門店な
らでは。

四天王寺ワッソ

6

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

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

場所：住吉大社

厄除開運を祈願する
多くの参拝者で賑わ
う、節分の大法会。2
月1〜4日は行者が護
摩木を炊き上げる加
持祈祷が行われる。

滋味深い鶏の水炊きは、地元・福岡での支持も厚い看板メニュー。鮮度
抜群の、透き通ったイカ刺しの美しさにも感嘆の声が。
ホテルの宿泊客以
外でも食べられるので、中之島界隈の会社員がアクセスしやすいお店で
す。大阪を代表するデザイナー、間宮吉彦さんが手がけた空間も注目。

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

月

堂

渡辺橋駅

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。

9

2015年

島線

9月5日、6日

月

6月14日

場所：大阪城 西の丸庭園

2015年

御田植神事

開催中（3月1日まで）

博多廊（はかたろう）

鯨を知り尽くした店の、
「はりしゃぶ鍋」
。

9

大阪城3Dマッピング スーパーイルミネーション

月

むらさき

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

志可

大江橋駅

初夏のバラが見頃。
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。

http://www.jia-or.jp/top.htm

大阪城天守閣が光と3Dによっ
て大変身。
日本最大のマッピン
グツリーとイルミネーションショー
も同時開催。

京 阪中之

彦八まつり

5

2015年

中之島駅

堂島川

戦国時代をテーマに
したイルミネーション。
提灯や船、門など…
和をモチーフに、歴
史を感じさせる光の
アートは必見。

月

■DATA 住所／大阪市北区堂島1-5-17 堂島グランドビ
ルB1 ☎06-6345-1815 営業時間／ランチ11:00〜
14:00（L.O.13:30）※平日のみ ディナー17:30〜23:00
（L.O.22:30）※４月〜9月は〜22:00（L.O.21:30）休／日
曜、祝日 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５分。

5月中旬〜6月中旬／10月下旬〜11月中旬 場所：中之島公園

場所：天王寺公園

月

京

中

ちゃんこ定食 900円（ラーメンの追加は＋60円）

島

わ筋
なに

■DATA 住所／大阪市福島区福島3-8-20 ☎
06-6458-9696 営業時間／17:00〜24:00（L.O.23:30）
休／無休 アクセス／京阪中之島線「中之島駅」
より約５分。
JR東西線「新福島駅」
より２分。

阪

之

中之島公園バラ園

開催中（2月1日まで）

2015年

じゃがいも鍋
キュウロク 線

あべの・天王寺イルミナージュ

2015年

生マッコリ
（グラス） 411円

新福島駅

あみだ池筋

カムジャタン
（小） 2,571円

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？

つ橋線
地下鉄四

JR

線
東西

年中お
ことが もろい
ある

場所：今宮戎神社

「商売繁盛で笹持っ
てこい！」
を合言葉に
した伝 統 行 事 。3日
間に100万人の参
詣客でにぎわう。
©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

修正会結願法要（どやどや）
1月14日

場所：総本山四天王寺

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。
http://www.shitennoji.or.jp

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

※2015年1月現在の情報です。日時・内容は変更となる場合があります。
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い塩味スープでぐつぐつと炊きます。夜限定の鍋には、
エビやホタテと
いった豪勢な海の幸が加わり、
旨味も食べ応えもパワーアップ。
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土佐 堀 川

土佐 堀通
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節分厄除大法会
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つ。大阪中を祓うお
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と
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大坂の陣を代表する戦国武将・
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。歴史ファンなら
ずとも楽しめることうけあい。

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。

ⓒ kimiya masago

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）
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http://www.skybldg.co.jp

©Festival of the Light Osaka
Executive Committe
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©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

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。
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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130種類も
の桜が咲き乱れる。
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ドイツのクリスマスを再現。選び
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©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）
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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。

生國魂祭

2月22日

場所：史跡なにわの宮跡

11 神農祭

http://www.aizendo.com

鵜殿のヨシ原焼き

月

土

写真提供：あびこ観音

2015年

博多廊
線
地下鉄四つ橋

■DATA 住所／大阪市北区中之島3-4-15 三井ガーデ
ンホテル大阪プレミア２F ☎06-6446-0003 営業時間／
朝食6:30〜10:00（L.O.9:30）
ランチ11:30〜14:00
（L.O.13:30）ディナー17:30〜24:00（L.O.22:00） 休／
無休 アクセス／京阪中之島線「渡辺橋駅」
より約３分。地
下鉄四つ橋線「肥後橋駅」
より５分。

渡辺橋駅

肥後橋駅

線
地下鉄四つ橋

肥後橋駅

博多水炊き 2,484円（一人前・注文は二人前から）
※写真は二人前

島線

場所：愛染堂勝鬘院

11月1日

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
！

http://www.abikokannonji.com

堂島川
京 阪中之

おみやげにいかが ?

難波で大人気のカヌレ専門店の二号店が、昨年
11月に堂島川沿いでオープン。
ジュエリーショップ
のような可愛らしい店内には、
これまた愛らしい小
さな焼菓子が。
日本でもブームとなったカヌレには、
ほうじ茶やきなこ、抹茶が生地に練り込まれ、
日本
人がどこか懐かしいと思える味わいが楽しめます。
行儀よく並んだカヌレの姿に、職場の女子や、奥
様の顔がほころぶことうけあいのお土産です。

http://www.sumiyoshitaisha.net

写真提供：高槻市

■DATA 住所／大阪市西区江戸堀1-15-4
☎06-6441-3871 営業時間／17:00〜23:00
（L.O.22:00）※
鯨はりしゃぶ鍋 2,830円（一人前）
堂島川
土曜〜22:00
※写真は二人前
島線
京 阪中之
（L.O.21:30）休
渡辺橋駅
／日曜、祝日 ア
クセス／京阪中
之島線「渡辺橋
駅 」より約８分 。
むらさき
地下鉄四つ橋線
川
堀
「肥後橋駅」
より
佐
土
１分。

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。
写真提供：住吉大社

http://www.tenka1hikari.jp

鶏の水炊きや九州の郷土料理を、リーズナブルに。

日本の伝統料理を体感できると、海外
の客人も絶えない鯨料理専門の老舗。
鯨肉にシャキシャキの水菜を巻いてダシ
にさっとくぐらせた
「はりしゃぶ鍋」
は、確
かにわざわざ足を運びたい美味しさ。刺
身にステーキ、竜田揚げなど、
いろいろ
な食べ方で鯨に親しめるのも専門店な
らでは。

四天王寺ワッソ

6

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

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

場所：住吉大社

厄除開運を祈願する
多くの参拝者で賑わ
う、節分の大法会。2
月1〜4日は行者が護
摩木を炊き上げる加
持祈祷が行われる。

滋味深い鶏の水炊きは、地元・福岡での支持も厚い看板メニュー。鮮度
抜群の、透き通ったイカ刺しの美しさにも感嘆の声が。
ホテルの宿泊客以
外でも食べられるので、中之島界隈の会社員がアクセスしやすいお店で
す。大阪を代表するデザイナー、間宮吉彦さんが手がけた空間も注目。

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

月

堂

渡辺橋駅

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。

9

2015年

島線

9月5日、6日

月

6月14日

場所：大阪城 西の丸庭園

2015年

御田植神事

開催中（3月1日まで）

博多廊（はかたろう）

鯨を知り尽くした店の、
「はりしゃぶ鍋」
。

9

大阪城3Dマッピング スーパーイルミネーション

月

むらさき

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

志可

大江橋駅

初夏のバラが見頃。
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。

http://www.jia-or.jp/top.htm

大阪城天守閣が光と3Dによっ
て大変身。
日本最大のマッピン
グツリーとイルミネーションショー
も同時開催。

京 阪中之

彦八まつり

5

2015年

中之島駅

堂島川

戦国時代をテーマに
したイルミネーション。
提灯や船、門など…
和をモチーフに、歴
史を感じさせる光の
アートは必見。

月

■DATA 住所／大阪市北区堂島1-5-17 堂島グランドビ
ルB1 ☎06-6345-1815 営業時間／ランチ11:00〜
14:00（L.O.13:30）※平日のみ ディナー17:30〜23:00
（L.O.22:30）※４月〜9月は〜22:00（L.O.21:30）休／日
曜、祝日 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５分。

5月中旬〜6月中旬／10月下旬〜11月中旬 場所：中之島公園

場所：天王寺公園

月

京

中

ちゃんこ定食 900円（ラーメンの追加は＋60円）

島

わ筋
なに

■DATA 住所／大阪市福島区福島3-8-20 ☎
06-6458-9696 営業時間／17:00〜24:00（L.O.23:30）
休／無休 アクセス／京阪中之島線「中之島駅」
より約５分。
JR東西線「新福島駅」
より２分。

阪

之

中之島公園バラ園

開催中（2月1日まで）

2015年

じゃがいも鍋
キュウロク 線

あべの・天王寺イルミナージュ

2015年

生マッコリ
（グラス） 411円

新福島駅

あみだ池筋

カムジャタン
（小） 2,571円

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？

つ橋線
地下鉄四

JR

線
東西

年中お
ことが もろい
ある

場所：今宮戎神社

「商売繁盛で笹持っ
てこい！」
を合言葉に
した伝 統 行 事 。3日
間に100万人の参
詣客でにぎわう。
©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

修正会結願法要（どやどや）
1月14日

場所：総本山四天王寺

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。
http://www.shitennoji.or.jp

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

※2015年1月現在の情報です。日時・内容は変更となる場合があります。
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青春を中之島で過ごした作家の再訪記

の

羊
久坂部

中之島

あのころ、
このごろ
大阪府立

学生時代にデートで行った、
リーガロイヤルホテルの
メインラウンジ。
大阪大学医学部に通っていた頃、付き合っていた彼女（今の妻です）と
デートで何度か訪れたことがあります。キャンパス内にあった駐車場に車
（三菱のラムダ）を置いて、コーヒーを飲みながらいろいろな話をしていまし
たね。学生だからお金もないので、１箇所で長い時間を過ごせる場所が都
合が良かったんです。少しでも長くいられるようコーヒーをちびちび飲んで、

場

国際会議

グ ラ ン
キューブ
便
り
Vol. 10
2015 冬号

［リーガロイヤルホテル メインラウンジ］

TEL06-6441-0956 8:00〜21:30（L.O.21:00） 無休

毎回２時間くらいは粘っていました。
ふかふかのカーペットも床を流れる小川も、ガラス越しに見る庭園の緑も
滝も、あの頃と変わっていませんね。当時はホテルそのものが大阪にはまだ
少なく、普段着では行ってはいけないような雰囲気が漂っていて、学生はみ
んな敬遠していました。私は遠慮なくジーパンで来ていましたけれど。
実は一昨年、妻と30年ぶりくらいにここを訪れたんです。
「懐かしいね」と

Winter

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 。2 0 0 3 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。

特 集

ZOOM IN OICC

グランキューブ大阪の
国際会議にズームイン！

言ったんですが、残念ながら妻はまったく覚えていませんでした（笑）。

久坂部 羊

ダミー

COVER PHOTO STORY
表紙のグランキューブ

折り目のついたカーテンのような、
モダンな現代アートのような。
いつもに増し
て不思議な印象を醸し出す、
今号の表紙。
何だと思いますか？ これは10階会
議室の内装壁です。
設計者である黒川紀章氏が
「折り紙」
をイメージしてデザインした
もので、
5階メインホールの天井や壁面も同じコンセプトで造られています。
他にも
「松
葉」
の形をしたドア取手など、
館内には日本的なモチーフがそこここに…。
未来的な外
観と、
伝統の美意識。
その対比の面白さもグランキューブ大阪の魅力なのでしょうね。

折

編集後記
今回の中之島的聖地巡礼は、
「蔵屋敷」がテーマになりました。天保
年間の古地図から、
当会議場の敷地には肥後藩の蔵屋敷があったこと
が推定されます。
文中にあるように、
ここ中之島では倉庫の物流機能だ
けでなく、留守居と大坂の商人が活発に打合せや取引きを行い、参勤

交代で各藩の藩主や家来達がこの地で寝泊りしていたのではないか
と・
・
・。
そんな想像を巡らすと、
この中之島は、
古くから人・モノ・情報が
行き交う、
現代のMICE機能の役割を担っており、
国際会議場がこの地
に建設されたのは決して偶然ではないと実感したところです。
（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

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

月刊島民がおくる

中之島的聖地巡礼
第2回
「蔵屋敷」

学会・イベントレポート
グランキューブ情報局
ナカノシマぐるぐるめ
年中おもろい！大阪カレンダー

●編集･発行/株式会社大阪国際会議場 ●発行日/2015年1月16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。
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