
特  集
ZOOM IN OICC

メ
イ
ン
ホ
ー
ル
活
用
術

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

月刊島民がおくる

第3回「電車」
中之島的聖地巡礼

グ ラ ン
キューブ
便　　り2015 春号

Spring

Vol. 11

（ ）

大阪府立  国
際会議場



Q

Q

1

グランキューブ大阪の

活用術！
メインホール

　2,700席以上のホールは、当館と
フェスティバルホールだけですから。し
かしグランキューブ大阪の魅力は、キャ
パシティだけではありません。イベント
の内容や規模に応じて、ホール自体が
様々な形に「可変」すること…これは他
にない特長です。

　文字通りステージの形態がダイナ
ミックに変化することで、大がかりな装
置が導入されているんですよ。最もスタ
ンダードな「エンドステージ型」、舞台
部分を大きく広げる「フラットステージ
型」、舞台の前後に客席を造る「セン
ターステージ型」。さらに小ホールと大
ホールに2分割することも。

　いわゆるコンサートはもちろん、様々
なイベントが開催できます。例えば、
ファッションやヘアサロンのショー。フ
ラットステージに“花道”を設けること
で可能になります。また企業や学校の
周年行事、講演会やセミナーなど…。そ
して最も多いのが、やはり学会の特別
講演でしょうね。

　設備の使い勝手に加え、中之島とい
う立地も主催者様に選んでいただける
理由かもしれません。中之島にはかつ
て蔵屋敷が並んでいたり、阪大医学部
があったり、歴史の中に文化とインテリ
ジェンスが香る場所。ここで学会を開
催することで、特別なステイタスを付加
できるのではないでしょうか。リーガロ
イヤルをはじめ宿泊施設も多く、少し足
を延ばせば新地もありますし、アフター
も万全（笑）。

　変わったのは座席番号です。英語の
大文字と小文字が混在して読みにく

かったのを、大文字だけにしました。座
席プレートも大きくして、2カ所に取り
付けたんです。

　あとは改修というより、総合的なメン
テナンスですね。照明のバトンを付け替
えたり、同時通訳ブースの機種を最新
のものにしたり…。これまでも定期的
にチェックは行っていましたが、グラン
キューブ大阪も今年で15年目。長年の
経年劣化を一気に直しておこうと。一
見、あまり変わっていないようですが、
中身はピカピカです（笑）。

　例えばコンサートが終われば、
2,700人が一気に退場しますが、出
口に人が殺到して将棋倒しになりか

ねません。しかし私達は、人の流れを
上手くコントロールする「スムーズで
安全な退場動線」を確立しています。
これまでに事故は一度もありません
し、「怖かった」「危険だった」という
声も、この動線誘導によって聞かなく
なりました。

　その通りです。メインホールの恵ま
れた設備を生かすのは、私達スタッフ
の「提案力」だと思っています。これま
でお客様のニーズやリクエストをか
なえるベストなご提案をすることで、
リピーターを増やし続けてきました。
それはオープンから15年間という月
日の中で、あらゆる種類のイベントや
行事を開催してきた経験があってこ
そ。積み上げてきたスキルを生かし、
最上のご提案をできるのだと自負し
ています。

　ええ。どんな催しも「無理かもしれな
い」と思わずに、ご相談いただければ。
必ず、メインホールの驚くべき活用術を
ご提案してみせますよ。

コンサート、学会、企業や学校の周年行事…
メインホールの可能性は無限です。

営業部　誘致一課　課長補佐　岡野  俊一郎

営業部
からの
メッセージ

Ma in  Ha l l

5階メインホールは大阪でも
最大の座席数を誇る
ホールだそうですね。

可変、とは？

Q4つの形に！ フレキシブルな
使い道がありそうです。

Q8カ国語対応の同時通訳設備や、
テーブルのついた
エグゼクティブシートも、
学会にぴったりですね。

Q今年2月、約3週間かけた
大規模改修を行いましたね。
具体的には
何が新しくなったのでしょうか。

4つのスタイルにアレンジできる
「可変ステージ」の可能性。
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　2,700席以上のホールは、当館と
フェスティバルホールだけですから。し
かしグランキューブ大阪の魅力は、キャ
パシティだけではありません。イベント
の内容や規模に応じて、ホール自体が
様々な形に「可変」すること…これは他
にない特長です。

　文字通りステージの形態がダイナ
ミックに変化することで、大がかりな装
置が導入されているんですよ。最もスタ
ンダードな「エンドステージ型」、舞台
部分を大きく広げる「フラットステージ
型」、舞台の前後に客席を造る「セン
ターステージ型」。さらに小ホールと大
ホールに2分割することも。

　いわゆるコンサートはもちろん、様々
なイベントが開催できます。例えば、
ファッションやヘアサロンのショー。フ
ラットステージに“花道”を設けること
で可能になります。また企業や学校の
周年行事、講演会やセミナーなど…。そ
して最も多いのが、やはり学会の特別
講演でしょうね。

　設備の使い勝手に加え、中之島とい
う立地も主催者様に選んでいただける
理由かもしれません。中之島にはかつ
て蔵屋敷が並んでいたり、阪大医学部
があったり、歴史の中に文化とインテリ
ジェンスが香る場所。ここで学会を開
催することで、特別なステイタスを付加
できるのではないでしょうか。リーガロ
イヤルをはじめ宿泊施設も多く、少し足
を延ばせば新地もありますし、アフター
も万全（笑）。

　変わったのは座席番号です。英語の
大文字と小文字が混在して読みにく

かったのを、大文字だけにしました。座
席プレートも大きくして、2カ所に取り
付けたんです。

　あとは改修というより、総合的なメン
テナンスですね。照明のバトンを付け替
えたり、同時通訳ブースの機種を最新
のものにしたり…。これまでも定期的
にチェックは行っていましたが、グラン
キューブ大阪も今年で15年目。長年の
経年劣化を一気に直しておこうと。一
見、あまり変わっていないようですが、
中身はピカピカです（笑）。

　例えばコンサートが終われば、
2,700人が一気に退場しますが、出
口に人が殺到して将棋倒しになりか

ねません。しかし私達は、人の流れを
上手くコントロールする「スムーズで
安全な退場動線」を確立しています。
これまでに事故は一度もありません
し、「怖かった」「危険だった」という
声も、この動線誘導によって聞かなく
なりました。

　その通りです。メインホールの恵ま
れた設備を生かすのは、私達スタッフ
の「提案力」だと思っています。これま
でお客様のニーズやリクエストをか
なえるベストなご提案をすることで、
リピーターを増やし続けてきました。
それはオープンから15年間という月
日の中で、あらゆる種類のイベントや
行事を開催してきた経験があってこ
そ。積み上げてきたスキルを生かし、
最上のご提案をできるのだと自負し
ています。

　ええ。どんな催しも「無理かもしれな
い」と思わずに、ご相談いただければ。
必ず、メインホールの驚くべき活用術を
ご提案してみせますよ。

Qセキュリティを考慮した改修
なのですね。他に安全対策で
心がけていることは？

Qなるほど、設備だけでなく
ヒューマンパワーという
ソフト面も顧客満足に
つながっているのですね。

Qまずはご相談ください、
ということですか？

Q確かに、座席番号がわかりにくい
とストレスを感じます。

大規模改修を終えて
生まれ変わったホール。

提供：大阪トヨタ自動車株式会社

平成25年大阪トヨタ年頭全社会議
（2013年）

第40回全国バーテンダー技能競技大会・
第１０回N.B.Aフレアテンディング・
バーテンダー・コンペティション（2013年）

オーパンバル in JAPAN2003/2004

客席／2,754席（車椅子15席）
最大人数を収容できるスタンダード型。コン
サートや講演会に。

客席／2,248席（車椅子15席）
広いステージに花道を設け、ファッション
ショーなども可能です。

客席／2,248席（車椅子15席）
小ホールと大ホール、2つのイベントが同時開
催できます。

客席／2,576席（車椅子19席）
前後に客席があるオープン型。中央にステー
ジを置きたい場合に。

可変ステージ4つのスタイル

「ｉとｊ」が分かりにくかった
のでｉをなくしました。

こんな
開催事例も！

エンドステージ型（全体利用）

フラットステージ型

エンドステージ型（2分割）

センターステージ型
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グランキューブ大阪の

第17回日本医療マネジメント学会
学術総会

第17回を迎える日本医療マネジメント学会学術総会が、初めて大阪
で開催されます。本学術総会では、医療における“不易流行”を主題
として、医療の革新が必要なことと、医療の本質として維持・向上し
なければならないことについて、医療現場から発信される様々な問
題を取り上げたいと考えてい
ます。
招待講演には、京セラ株式
会社名誉会長の稲盛和夫
氏、作家の百田尚樹氏、三千
院門主の堀澤祖門氏、そして
市民公開講座には女優・ユ
ニセフ親善大使の黒柳徹子
氏など各方面を代表する方々
をお招きしていますので、ぜ
ひご聴講ください。
（第17回日本医療マネジメント学
会学術総会  会長  パナソニッ
ク健康保険組合  松下記念病院  
院長  山根 哲郎）

医療における不易流行
～変わらないもの、変わるもの～

2015年6月12日（金）・13日（土）

心血管エコーは、心筋梗塞や心不全、弁膜症などの循環器疾患の診
療において最も大切な検査だといっても過言ではありません。The 
Echo Live（since 2002）は、循環器内科医や超音波検査技師を対
象とした心血管エコーの教育プログラムです。代表世話人は、吉川純
一先生（西宮渡辺心臓血管センター）と伊藤浩先生（岡山大学）の2
人です。実践的なノウハウを、講演、会場ライブ、桜橋渡辺病院からの
症例ライブの3元構成で提示しております。実際の患者さんに協力し
ていただくエコーライブという試みは、我々が世界に先駆けて行った
ものです。楽しんで学んでいただくための工夫を凝らしているのも特
徴です。ご参加を心よりお待ち申し上げております。 
http://www.echo-live.com/または
https://www.facebook.com/theecholive
（大阪市立総合医療センター  循環器内科  阿部 幸雄）

基本から先進まで all for our patients！
2015年5月30日（土）・31日（日）

平成27年度日本内科学会
生涯教育講演会Ａセッション

一般社団法人日本内科学会は明治３６年に設立され、学術講演会、
研究会等の開催、学会誌、学術図書等の発行等の活動を行っており
ます。本年度は会員の生涯学習活動の推進といたしまして、大阪国
際会議場において「生涯教育講演会Aセッション第1回目」を開催い
たします。会長は旭川医科大学の奥村利勝先生がお務めになり、毎
回多くの会員（医師）が多岐にわたる分野の講義を熱心に聴講してお
ります。
（一般社団法人　日本内科学会  総務・管理部  狩野 義司朗）

日本内科学会が開催、治療最前線の学術講演
2015年5月31日（日）

The Echo Live 2015

これから開催される学会・イベントをご紹介します。

オレンジフェアは、タイルとシステムキッチン、システムバス等の住宅設
備機器・木質建材などのトップメーカーの新製品を一度にご覧いただけ
る大展示会。昨年は50社を超えるメーカーが出展。国内屈指の規模を誇
ります。出展企業による新築・リフォーム問わずデザインと機能に優れ
た製品のご提案をご覧ください。プロユーザー・お施主様に関わらず無
料でご入場いただけます。ご家族でお楽しみいただけるイベントも多数
企画中。平田タイルの夏祭りにぜひ皆様お誘いのうえ、ご来場ください。
詳細は、平田タイルホームページをチェック！
http://www.hiratatile.co.jp/
（株式会社平田タイル  感謝祭実行委員会）

『暮らしを創る』新築・リフォームをご検討の方へ！
住まいに関わる最新の住宅機器・建材を一堂に展示！

2015年7月10日（金）・11日（土）

第53回平田感謝祭
オレンジフェア2015

PICK UP
4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

日本心エコー図学会  第19回冬期講習会

今年で19回目を迎える冬期講習会は、厳冬下にもかかわらず毎年
800名もの参加者が集まり、2日間にわたって熱心に聴講する日本
最大級の心エコー図講習会です。基本的事項を大切にしながらも、
新しい切り口や話題を提供し、初心者から上級者まで幅広く満足で
きる内容となっています。横長の会場に3面の大スクリーンを設置し、
どこからでも高画質の画像を見ることができます。また講師が直接
参加者の質問に答えるスペースを設けるなど、会場を最大限に活用し
ています。さらにスマートフォンを利用したオーディエンスレスポンス
システムの活用など、学習効果を上げるために、新しい試みにチャレ
ンジしています。日本心エコー図学会は、これからも心エコー図診断
のエキスパートの育成を通じて、社会に貢献していきます。
（日本心エコー図学会  担当理事／副理事長  大阪大学大学院  医学系研究
科機能診断科学講座  教授  中谷 敏）

日本最大級の心エコー図講習会
2015年1月24日（土）・25日（日）

2015年1月・2月に開催された学会やイベントの一部をご報告します。

AEAJ主催 会員のつどい
アロマフェスタ2015

今年で17回目を迎えた「AEAJ主催 会員のつどいアロマフェスタ
2015」は、（公社）日本アロマ環境協会（AEAJ）の会員がつどう場と
して、毎年東京と大阪で開催している「香りの祭典」です。植物の香り
とともに心地よいくらしを提案するためにアロマテラピーの実践的
な情報や、アロマテラピーの楽しみ方などのセミナーの他、精油や各
種アロマ関連商品をこの日限りの特別割引価格で販売する会員感
謝セール等を行っています。また、セミナー参加者へはハーブを使っ
たランチＢＯＸとオリジナルブレンドのハーブティーを提供し、植物の
香りにあふれた一日となりました。なお今年は、東京・大阪共に過去
最高の参加者数（合計4,241名）となり、アロマテラピーの大きな可
能性を感じるイベントとなりました。
（公益社団法人 日本アロマ環境協会）

国内最大級のアロマテラピーイベント
2015年2月22日（日）

アジアユースオーケストラ
大阪公演2015

今年活動25周年を迎えたアジアユースオーケストラ（AYO）は、この
節目の年を祝う特別なプログラムを大阪公演で披露します。AYO
は、音楽を通じてアジアの地域を結び、アジアの優秀な才能を開花
させるという目的で1990年にアジア初のプレプロフェッショナル
オーケストラとして活動を開始しました。大阪公演2日目には、活動
25周年特別プログラムとし、ベートーヴェン第九交響曲を公募した
総勢300名の合唱団と共に披露する予定です。2015年を通じて大
阪で開催されている、「大坂の陣400年天下一祭」の活動の一部とし
ても行われるこの合唱プログラム。AYOメンバー100名と合唱メン
バー300名の計400名で奏でる第九交響曲をお楽しみください。
（アジアユースオーケストラ日本事務局）

活動25周年を迎えたアジアの才能豊かな
若き音楽家たちのオーケストラ

2015年8月25日（火）・26日（水）

第111回日本精神神経学会学術総会
WPA Regional Congress Osaka Japan 2015

第111回を迎える本学会は、「翔たく
われわれの精神医学と医療-世界に
向けてできること-」をテーマに、臨床
に直結する講演やシンポジウムをは
じめ、最先端の精神医学事例など、
臨床・研究双方の視点から精神医
学・医療の知見を深めます。
本学会は世界精神医学会（WPA）
地域大会を併催し、世界との双方
向コミュニケーションを通じて、世
界の精神医学･医療の発展にむけ
て知の共有・深化を図る総会となり
ます。
また、市民講座では講師に香山リカ
先生と北山修先生を迎え、「しなやかな心の世界をかたる」をテーマ
に講演いただきます。医学･医療関係者に留まらず、一般の方々の幅
広い興味に応える内容となっております。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
（第111回日本精神神経学会学術総会  会長
奈良県立医科大学  精神医学講座  教授  岸本 年史）

翔たくわれわれの精神医学と医療
̶世界に向けてできること̶

2015年6月4日（木）～6月6日（土）

※事前参加登録制となっております。
　詳しくは、第111回日本精神神経学会学術総会公式HPをご参照ください。

REPORT
開催されたプログラム
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　月刊島民の創刊間もない第3号（2008年10月号）は、開業を間
近に控えた京阪電車中之島線特集だった。タイトルは「いつの間に
か、駅前だらけ。」ときている。東西3kmほどの中之島に新しい駅
が一気に４つもできたのだ。確かに島民の実感としてはこんな感じ
だった。
　この号は32ページの増ページ号で、18ページにわたって新線に
ついて取り上げている。巻頭企画は「“駅前島民”あらわる！」で、新
しくできた４駅にゆかりのある人々に中之島線への期待を語っても
らっている。例えば、なにわ橋駅なら大阪市中央公会堂の館長補
佐の方、渡辺橋駅なら一時閉館前のフェスティバルホールの支配
人、中之島駅ならリーガロイヤルホテルのドアマンといった具合だ。

　もう一つ、大江橋
駅は大阪市役所に
近いということで、
なんと当時大阪市
長の平松邦夫さん
が登場している。い
くら近いとはいえ、
現役の市長を「駅前
島民」とはなかなか

振るっている。しかし、それもそのはず。そもそも月刊島民自体が
京阪電車中之島線の開業をきっかけに、中之島に愛着を持ってくれ
る人を増やそうという目論見で始まったものなのだから。

　さて、この特集では他に中之島線の駅や電車に関する様々な見
どころも紹介している。中之島線の駅のホームの対向壁と呼ばれる
部分には、実はそれぞれに異なる素材が用いられている。なにわ橋
駅はレンガ調のテラコッタ、大江橋駅は石、渡辺橋駅はステンレス。
これにはどんな法則があるか、おわかりだろうか？　そう、各駅の
周囲の風景を連想させるものになっているのだ。なにわ橋駅は中央
公会堂や大阪市立東洋陶磁美術館のあるイメージ、大江橋駅は日
本銀行大阪支店、渡辺橋駅は現代的なビルが建ち並ぶ様子が表さ
れているという。
　グランキューブ大阪の最寄り駅である中之島駅（駅名標にカッコ
書きで「大阪国際会議場」の文字が入る）は、建材に木材が多用さ
れている。これは火災などへの配慮が特に強く求められる地下駅と
しては画期的なことだ。使われているのは不燃加工を施したカナダ
産のレッドシダー（ヒノキの一種）という素材。これを採用した理由
について、取材に応じてくださった京阪電車中之島新線建設部建築
担当（当時）の三好正人さんはこう語っている。「レンガや石を使った
ビルは、今ではレトロで重厚な味わいがありますが、建設当時は最
新の素材だったはず。古くて新しい不燃木材が、これから広がって
いけばうれしいですよね」。つまり、古き良きものが残る中之島の街
に対する敬意と未来へ向けた思いが込められていたわけだ。

　中之島線開業と同時にデビューした「3000系」の紹介も面白い。
月刊島民の鉄道ご意見番である黒田一樹さんはこの号が初登場。

緑のツートーンカラーの車両や特急に用いられる「8000系」とは
打って変わり、渋いネイビーブルーのニューカラーを、京阪電車が
変わっていこうとする意識の表れだと評した。
　そんな3000系にあっても、今は使われる機会の少ない正面のヘッ
ドマーク受けが左右に２箇所あったり、ロングシートの背の部分が
窓の下辺より高かったり、車両間が自動扉でつながっていたり…と
いった鉄道好きにはたまらない工夫が凝らされている。黒田さんに
よれば、これらは「技術の京阪」らしいＤＮＡが受け継がれている
証拠なのだそう。現在、中之島線では朝などに走っており、乗る機
会があればぜひ注目してほしい。

　中之島線を走る電車
で面白いのは「5000系」
だろうか。1970年代の過
酷な通勤ラッシュを緩和
するために造られた車両
で、扉は1両につき５箇
所。なぜ扉が多いかとい
うと、その方が乗降がス
ムーズになり、座席が少

ないぶん車内の空間も広くなるからだ。こうしたラッシュ対策用の
車両は他社でも見られるが、5000系がひと味違うのはなんとラッ
シュ時以外は５扉のうち２扉が閉じられ、天井から座席が下りてく
るところ。５扉車の泣き所である座席の少なさをカバーしようという
ものだが、わざわざこんなからくりのような仕掛けを思い付くところ
が「技術の京阪」の面目躍如であり、サービス精神なのだ。

　
　ところで、中之島線より100年も前に中之島を走っていた電車が
あったのをご存じだろうか。電車といっても鉄道ではなく、道路を
走る路面電車。明治36年（1903）に開業した大阪市電である。
　大阪市電にはいくつもの路線があるが、最初に中之島を走ったの
は、明治41年（1908）にできた「第二期線」と呼ばれる路線のうち、
大阪駅前から四つ橋筋を南下して恵美須町へ至る「南北線」だっ
た。中之島を走ったと言っても、渡辺橋から肥後橋までのわずかな
距離だから、「通った」という方が正確かもしれない。
　ここで面白いのは、肥後橋は現在の位置よりも100ｍほど上流側、
すなわち東側の三井住友銀行大阪本店の前辺りにあり、線路敷設に
あたって移設されていたということ。線路を敷くなら一直線の方がい
いに決まっているのでそうしたわけだが、驚くべきことに当時の中之
島で南北を一直線に貫いていたのは現在のなにわ筋にあたる玉江

橋̶常安橋のラインだけだったらしい。明治時代に入って40年以上
が経っていたものの、まだまだ大阪の街は雑然としていたのである。
　次は翌年のことで、渡辺橋から中之島の北岸（現在の中之島通）
を通って西へ進み、堂島大橋を過ぎ船津橋～川口町～九条新道へと
向かう「九条中之島線」だった。この路線は「第三期線」のトップを
切って開業したのだが、第三期には18もの路線が造られている。九
条中之島線の他に中之島周辺を通るのは、大江橋を起点に淀屋橋
を渡って土佐堀通を東進し、堺筋を南下して日本橋へと向かう「堺
筋線」。天神橋～天満橋間を結ぶ「今橋天満橋筋線」などがある。こ
の第三期線によって大阪市電は市内の交通ネットワークを確立した
と言われ、路線図を見れば、なるほど中心部はほぼ網羅されている。
　これ以外に、主に昭和に入ってから適宜輸送需要に応じて敷設
された「期外線」と呼ばれる路線もある。堂島大橋を渡って福島へ
通じる「堂島大橋線」も期外線で、昭和3年（1928）の開業の際、現
在のような鋼製のアーチ橋となった。また、昭和11年（1936）には川
口町から土佐堀通を東へ淀屋橋まで向かう「土佐堀南岸線」もでき
た。大阪市内西部と淀屋橋をつなぐ路線にしては思いのほか遅い
気もするが、すぐ北側を先述の九条中之島線が走っていたためだろ
う。ちなみに、土佐堀南岸線が開通してからはこちらの方が中心と
なり、昭和20年（1945）に九条中之島線は廃止された。中之島やそ
の周辺を走る路線をざっと挙げてみたが、これだけでもすごい数で
ある。
　大阪市電は昭和44年（1969）にその役目を終えて姿を消す。現在、
中之島でその名残を見つけることはできないが、古地図などを見る
につけ、今中之島を走る路面電車があったらどんなにいいだろうと
思うことがある。それに、大阪市電は「電停」、すなわち鉄道で言う
ところの駅の名前が楽しい。今では使われなくなった町名や橋の名
前がとても多く、歴史の勉強にもなる。先ほどの今橋天満橋筋線に
は「八軒家」という名の電停があったらしい。市電という最先端の
乗り物ができても、街の歴史が大切に扱われていた感じがする。そ
の意味で、京阪電車中之島線の駅名に橋の名前が多いのは、やは
り嬉しいのだった。

京阪電車中之島線と、
10 0年前に中之島を走った電車。

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

『月刊島民』
Vol.3　2008 10/1

電車
文／大迫 力（月刊島民プレス）　写真提供／京阪電車　朝日新聞社史編修センター　参考文献／『大阪市電が走った街 今昔』（辰巳博著・福田静二編・JTBパブリッシング）

中之島の人気フリーペーパーとのコラボ企画

中之島的
聖地巡礼

第3回
月刊島民がおくる

『月刊島民』とは…

京阪電車中之島線の開業で、
中之島は「駅前だらけ」になった。

中之島線の駅は
それぞれに表情が違う。

中之島線と共にデビューした
「3000系」。

2008年10月19日に開業した京阪電車中之島線。

月刊島民第3号には平松邦夫大阪市長（当時）も登場。
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　月刊島民の創刊間もない第3号（2008年10月号）は、開業を間
近に控えた京阪電車中之島線特集だった。タイトルは「いつの間に
か、駅前だらけ。」ときている。東西3kmほどの中之島に新しい駅
が一気に４つもできたのだ。確かに島民の実感としてはこんな感じ
だった。
　この号は32ページの増ページ号で、18ページにわたって新線に
ついて取り上げている。巻頭企画は「“駅前島民”あらわる！」で、新
しくできた４駅にゆかりのある人々に中之島線への期待を語っても
らっている。例えば、なにわ橋駅なら大阪市中央公会堂の館長補
佐の方、渡辺橋駅なら一時閉館前のフェスティバルホールの支配
人、中之島駅ならリーガロイヤルホテルのドアマンといった具合だ。

　もう一つ、大江橋
駅は大阪市役所に
近いということで、
なんと当時大阪市
長の平松邦夫さん
が登場している。い
くら近いとはいえ、
現役の市長を「駅前
島民」とはなかなか

振るっている。しかし、それもそのはず。そもそも月刊島民自体が
京阪電車中之島線の開業をきっかけに、中之島に愛着を持ってくれ
る人を増やそうという目論見で始まったものなのだから。

　さて、この特集では他に中之島線の駅や電車に関する様々な見
どころも紹介している。中之島線の駅のホームの対向壁と呼ばれる
部分には、実はそれぞれに異なる素材が用いられている。なにわ橋
駅はレンガ調のテラコッタ、大江橋駅は石、渡辺橋駅はステンレス。
これにはどんな法則があるか、おわかりだろうか？　そう、各駅の
周囲の風景を連想させるものになっているのだ。なにわ橋駅は中央
公会堂や大阪市立東洋陶磁美術館のあるイメージ、大江橋駅は日
本銀行大阪支店、渡辺橋駅は現代的なビルが建ち並ぶ様子が表さ
れているという。
　グランキューブ大阪の最寄り駅である中之島駅（駅名標にカッコ
書きで「大阪国際会議場」の文字が入る）は、建材に木材が多用さ
れている。これは火災などへの配慮が特に強く求められる地下駅と
しては画期的なことだ。使われているのは不燃加工を施したカナダ
産のレッドシダー（ヒノキの一種）という素材。これを採用した理由
について、取材に応じてくださった京阪電車中之島新線建設部建築
担当（当時）の三好正人さんはこう語っている。「レンガや石を使った
ビルは、今ではレトロで重厚な味わいがありますが、建設当時は最
新の素材だったはず。古くて新しい不燃木材が、これから広がって
いけばうれしいですよね」。つまり、古き良きものが残る中之島の街
に対する敬意と未来へ向けた思いが込められていたわけだ。

　中之島線開業と同時にデビューした「3000系」の紹介も面白い。
月刊島民の鉄道ご意見番である黒田一樹さんはこの号が初登場。

緑のツートーンカラーの車両や特急に用いられる「8000系」とは
打って変わり、渋いネイビーブルーのニューカラーを、京阪電車が
変わっていこうとする意識の表れだと評した。
　そんな3000系にあっても、今は使われる機会の少ない正面のヘッ
ドマーク受けが左右に２箇所あったり、ロングシートの背の部分が
窓の下辺より高かったり、車両間が自動扉でつながっていたり…と
いった鉄道好きにはたまらない工夫が凝らされている。黒田さんに
よれば、これらは「技術の京阪」らしいＤＮＡが受け継がれている
証拠なのだそう。現在、中之島線では朝などに走っており、乗る機
会があればぜひ注目してほしい。

　中之島線を走る電車
で面白いのは「5000系」
だろうか。1970年代の過
酷な通勤ラッシュを緩和
するために造られた車両
で、扉は1両につき５箇
所。なぜ扉が多いかとい
うと、その方が乗降がス
ムーズになり、座席が少

ないぶん車内の空間も広くなるからだ。こうしたラッシュ対策用の
車両は他社でも見られるが、5000系がひと味違うのはなんとラッ
シュ時以外は５扉のうち２扉が閉じられ、天井から座席が下りてく
るところ。５扉車の泣き所である座席の少なさをカバーしようという
ものだが、わざわざこんなからくりのような仕掛けを思い付くところ
が「技術の京阪」の面目躍如であり、サービス精神なのだ。

　
　ところで、中之島線より100年も前に中之島を走っていた電車が
あったのをご存じだろうか。電車といっても鉄道ではなく、道路を
走る路面電車。明治36年（1903）に開業した大阪市電である。
　大阪市電にはいくつもの路線があるが、最初に中之島を走ったの
は、明治41年（1908）にできた「第二期線」と呼ばれる路線のうち、
大阪駅前から四つ橋筋を南下して恵美須町へ至る「南北線」だっ
た。中之島を走ったと言っても、渡辺橋から肥後橋までのわずかな
距離だから、「通った」という方が正確かもしれない。
　ここで面白いのは、肥後橋は現在の位置よりも100ｍほど上流側、
すなわち東側の三井住友銀行大阪本店の前辺りにあり、線路敷設に
あたって移設されていたということ。線路を敷くなら一直線の方がい
いに決まっているのでそうしたわけだが、驚くべきことに当時の中之
島で南北を一直線に貫いていたのは現在のなにわ筋にあたる玉江

橋̶常安橋のラインだけだったらしい。明治時代に入って40年以上
が経っていたものの、まだまだ大阪の街は雑然としていたのである。
　次は翌年のことで、渡辺橋から中之島の北岸（現在の中之島通）
を通って西へ進み、堂島大橋を過ぎ船津橋～川口町～九条新道へと
向かう「九条中之島線」だった。この路線は「第三期線」のトップを
切って開業したのだが、第三期には18もの路線が造られている。九
条中之島線の他に中之島周辺を通るのは、大江橋を起点に淀屋橋
を渡って土佐堀通を東進し、堺筋を南下して日本橋へと向かう「堺
筋線」。天神橋～天満橋間を結ぶ「今橋天満橋筋線」などがある。こ
の第三期線によって大阪市電は市内の交通ネットワークを確立した
と言われ、路線図を見れば、なるほど中心部はほぼ網羅されている。
　これ以外に、主に昭和に入ってから適宜輸送需要に応じて敷設
された「期外線」と呼ばれる路線もある。堂島大橋を渡って福島へ
通じる「堂島大橋線」も期外線で、昭和3年（1928）の開業の際、現
在のような鋼製のアーチ橋となった。また、昭和11年（1936）には川
口町から土佐堀通を東へ淀屋橋まで向かう「土佐堀南岸線」もでき
た。大阪市内西部と淀屋橋をつなぐ路線にしては思いのほか遅い
気もするが、すぐ北側を先述の九条中之島線が走っていたためだろ
う。ちなみに、土佐堀南岸線が開通してからはこちらの方が中心と
なり、昭和20年（1945）に九条中之島線は廃止された。中之島やそ
の周辺を走る路線をざっと挙げてみたが、これだけでもすごい数で
ある。
　大阪市電は昭和44年（1969）にその役目を終えて姿を消す。現在、
中之島でその名残を見つけることはできないが、古地図などを見る
につけ、今中之島を走る路面電車があったらどんなにいいだろうと
思うことがある。それに、大阪市電は「電停」、すなわち鉄道で言う
ところの駅の名前が楽しい。今では使われなくなった町名や橋の名
前がとても多く、歴史の勉強にもなる。先ほどの今橋天満橋筋線に
は「八軒家」という名の電停があったらしい。市電という最先端の
乗り物ができても、街の歴史が大切に扱われていた感じがする。そ
の意味で、京阪電車中之島線の駅名に橋の名前が多いのは、やは
り嬉しいのだった。

中之島を縦横に走った「大阪市電」。

昭和6年（1931）に竣工した朝日ビルの写真にも、中之島を走る大阪市電が写っている。
渡辺橋南詰は、市電の路線が交差する場所だった。

大正5年（1916）発行の「電車明細・大阪案内図」（大阪市立中央図書館蔵）には、大阪
市電の路線網がびっしりと描き込まれている。赤い線で示されているのが線路。中之島を走
る路線もたくさんあった。

はちけん や



施設クローズアップ ホワイエ（多目的空間）

私のお気に入りスポット 株式会社コムエンス 営業開発部 エンジニア  松崎  忠俊
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　「ホワイエ」と名付けられたスペースが、グランキューブ大阪に数多く存在することをご存じでしょうか？
そもそもホワイエとは、フランス語で「社交場」「団らんの場」を意味する言葉ですが、劇場やホールのロ
ビーと同義語で使われることも多いとか。グランキューブ大阪には、5階メインホールの入口前に広いメイ
ンホワイエがあるほか、6階から12階のほぼ各階にも大小様 な々サイズのホワイエが設けられています。
　このホワイエの活用方法は…「多目的空間」とも呼ばれている通り、自由なスペースとして無限の使
い方があります。受付を設置するのはもちろん、商品を展示してPRしたり、販売や商談スペースを造っ
たり。セミナーや講演もできますし、パーティの開催もＯＫ。特に5階のメインホワイエは、約220畳のガラス
から大阪の風景が一望できる開放感あふれる空間。来場者にもきっと喜ばれるでしょう。
　ホワイエの使用料は、1㎡あたり1日410円。ホワイエ単体での貸し出しは行っていませんが、会議室
やホールと併せて借りていただくと非常にコストパフォーマンスの良い価格設定になっています。

「ホワイエ」という多目的空間を自由に使ってみませんか？

様々なニーズに応える
フレキシブルなメインホール。
　私の仕事場であるメインホールは、大規模な舞台機構を使っ
て、ステージを広げたり、前後に客席を作ったりできます。当ホー
ルをモデルに同じようなシステムを取り入れるケースもあるよう
ですが、ここまでダイナミックなものは稀でしょう。そんなメイン
ホールをオープン当初から担当して約15年。ここが何より私のお
気に入りで、自慢のスペースですね。私たちの仕事はお客様の目
に触れない部分ですが、来館者様の笑顔を励みに、縁の下の力
持ちとしてこれからもお客様のニーズに応えていきます。

ホワイエの利用例

5階メインホールに隣接した広いホワイエ。開放感あふれる空間はパーティにも。

10階の会議室フロアにある小さなホワイエ。受付や展示
スペースなど多目的に。

10階の廊下部分もホワイエとして利用することができます。

10階にある大きなホワイエは壁に絵画が飾られたアート
なスペース。

イベントの受
付や販売ス
ペースとして、
お客様にア
ピールしやす
いスペースで
す。

展示会のス
ペースがあと
少し欲しい
時、ホワイエ
を利用すれば
ブース数を増
やすことが可
能です。
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そ
り
ゃ

そ
う
だ
っ
つ
ー
の
！

よりグローバルに、よりファミリーに優しく！
4月から新たに登場した2つの施設。

身障者用の自動販売機を
設置しました！
　このたび10階Aエレベーター付近に、身障者
用の自動販売機が登場。体の不自由な方でも使
いやすいように工夫された自販機です。例えば、
コインを入れるところが大きく、投げ込めるよう
な形に。缶の取り出しも、体をかがめなくても良
い高さにあります。車椅子や高齢者の方はもちろ
ん、誰もが使いやすい“人に優しいデザイン”と
いえるでしょう。今後ますます普及していくと思
われるユニバーサル機ですが、グランキューブ大
阪も段階的に館内の自販機をこちらに入れ替え
ていきたいと考えています。

キューブくんは鉄ちゃん？
む
か
し
中
之
島
に

鉄
道
が
走
�
て
い
た

ら
し
い
け
ど…

鉄
ち
ゃ
ん

な
の
だ
！！

実
は
ボ
ク
も

（
再
び
天
の
声
）

告白しよう

　世界人口の約25％を占めるというイスラム教徒。これからは国際会議や学会においても
イスラム圏からの参加者が増えるでしょう。そんな時代を見すえて、グランキューブ大阪に
「礼拝室」が誕生。イスラム教では1日に5回、キブラ（メッカの方向）に向かってお祈りをす
る習慣があるので、近頃では空港などにも礼拝のできる部屋を設けているところが少なくあ
りません。
　「礼拝室」と名付けられた部屋は、11階のエレベーター横にあります。絨毯を敷き、最大4名
が同時にお祈りができる広さです。窓のない空間には間接照明を取り入れ、静かで落ち着いた
時間を過ごしていただけるよう心がけました。

静かにお祈りのできる空間
礼拝室 Prayer Roomフロア／11階

　赤ちゃん連れのお母さんのために「授乳室」を新しく用意
しました。安心して利用いただける、便利な工夫を各所に凝
らしたスペースです。例えばドアは、ベビーカーが通りやすく
「引き戸」になっており、外から中が見えないように窓は「くもり
ガラス」。セキュリティ面でも万全で、当館の防災センター直
通の非常ボタンが設置されています。
　部屋の中には授乳スペースが2カ所、おむつ替えのでき
るベビーシートが2つ。天井には青空、壁面は森林のプリント
を施し、ゆったりとくつろげる雰囲気を重視しました。

お母さんと赤ちゃんに優しい空間
授乳室 Nursing Roomフロア／4階

さ
て
ボ
ク
は

乗
り
鉄
？

撮
り
鉄
？

駅
弁
鉄
？

ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
鉄
？ ホントにある

チッチッ
ノンノン！

鉄は鉄
でも
ボクは…

鉄
骨
鉄
筋

※礼拝室、授乳室とも通常は施錠されています。お使いになる際はドア横の電話から係員にお知らせください。
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ぐるぐるめ
ナカノシマ

ハワイにあるダイアモンドヘッドの麓で大人気
のカフェが、大阪・堂島に上陸。川沿いのテラ
ス席はゆったりした時間が流れ、界隈のオフィ
スやマンション、遠方からもお客さんが。現地で
おなじみのメニューは一食の価値あり。５月に
は原宿で２号店がオープンします。

ボガーツカフェ

愛媛県大阪事務所

まるで蔵屋敷があった頃のように、中之島界隈に
は道県の在阪事務所が集中しています。肥後橋
にある愛媛県大阪事務所内では、県の特産品が
購入可能。「愛媛といえばミカン」のイメージを大き
く上回る柑橘類の加工品を始め、地元お墨付き
のお土産が並んでいます。「みきゃん」や「バリィさ
ん」のキャラクターグッズも取扱中。「実はちょっと
愛媛まで」からの種明かしで、職場やご家庭を盛り
上げてみてください。

おみやげにいかが ?

■DATA　住所／大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル 1階　☎06-6441-2829
営業時間／9:00～18:00　休／土･日･祝　アクセス／地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」より約１分。

■DATA  住所／大阪市福島区福島1-1-12 堂島リバー
フォーラム1階　☎06-7664-9600　営業時間／8:30～
21:00（L.O.） 休／不定休　アクセス／京阪中之島線「渡
辺橋駅」、JR東西線「新福島駅」より約５分。

※アクセス「約○分」はすべて徒歩時間です。

郷土色豊かなオフィス街で、愛媛の味をゲット。

本場ハワイのロコが愛した
カフェタイム。

「寿司ネタを肉に変えただけ？」と思う事なかれ。こちらの主役は、低脂肪
＆高たんぱく質が注目の馬肉。さらには生の馬肉の美味しさが引き立つ
シャリや醤油、食す直前の一工夫まで、馬肉とジビエブームの牽引者の
オリジナリティが光ります。その驚きと発見は、ぜひお店で。

春も夏もウマい、
これからは「桜」肉の時代。

エッグベネディクト（ハム） 1,600円
アサイーボウル 950円

全国各地から40種類以上の日本酒が集まる、筑前橋南詰にほど近い
古民家風のお店。魚と野菜を中心に、春はウドやホタルイカ、夏はカボ
チャやナスなど、旬の食材に一手間加えた和食が十八番です。地ビール
も扱っており、酒と相性のいいアテが今後もぞくぞく登場していきます。

■DATA　住所／大阪市西区土佐堀1-4-1  ☎06-6445- 
6432　営業時間／ランチ11:30～14:00 ディナー17:00
～23:30（L.O.23:00）　休／無休　アクセス／京阪中之島
線「渡辺橋駅」より約８分。地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」より
約5分。

隠れ家使いできる、日本酒と和食の店。

お造り５種盛り合わせ 1,382円 ※写真は二人前
おまかせ６種盛 1,058円　豚の角煮734円

土佐堀吟蔵（とさぼりぎんぞう） 

堂
島
川 中之島駅

新福島駅

京阪
中之
島線

な
に
わ
筋

JR東
西線

あ
み
だ
池
筋

ボガーツカフェ

昨年６月にオープンし、またたく間に平日はOL
やサラリーマン、休日はご近所のファミリーが訪
れる人気店に。コース風に９つの小皿でサーブ
される前菜の盛り合わせや、フィレンツェ名物
の豪快なステーキなど、マスターが修行したイ
タリアのエッセンスが端々に感じられます。

文世食堂（ふみよしょくどう） 

■DATA　住所／大阪市西区土佐堀2-1-8 柏ビル１階  ☎
06-6450-8039　営業時間／ランチ11:30～14:00 ディ
ナー18:00～24:00　休／不定休　アクセス／京阪中之島
線「中之島駅」より約６分。

夫婦が営む、土佐堀川沿いの
イタリアンバール。

前菜の盛り合せ  1,800円～
※写真は二人前
仔牛のスペアリブ BBQソース 
980円／本

バリィさんのみかんジュース 420円
ちゅうちゅうゼリー（全28種）
各324円

な
に
わ
筋 四

つ
橋
筋

地
下
鉄
四
つ
橋
線

肥後橋駅

土佐
堀川

靱公園

愛媛県
大阪事務所

渡辺橋駅

肥
後
橋
駅

京阪中之島
線

堂島川

土佐
堀川

地
下
鉄
四
つ
橋
線

土佐
堀
通

土佐堀吟蔵

新福
島駅

な
に
わ
筋中之島駅

京阪
中之
島線

堂
島
川

土佐
堀川

JR東西線

文世食堂

加藤商店 バル肉寿司

■DATA　住所／大阪市福島
区福島5-12-18  ☎06-6940- 
7736　営業時間／17:00～
26:00（L.O.25:00）  ※金曜～
29:00（L.O.28:00） 休／日曜　
アクセス／JR大阪環状線「福島
駅」より約1分。

刺し盛り　1,500円
福来る盛合わせ
10貫盛2,200円
単品貫180円～
（注文は2貫から）

新福
島駅

な
に
わ
筋

中之島駅 京阪
中之
島線

堂島
川

JR東
西線

JR
環状
線

福島駅
加藤商店 バル肉寿司
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表紙のグランキューブ

ダミー

　中之島に現在も残るダイビルは、ちょうど医学部のキャンパスの向かい側
でした。オフィスビルですから学生にとってはあまり用事はないのですが、私
はたまにビルの中にあった文房具店で買い物をすることがありました。当
時、私は大学に行っても教室や標本室で小説を書いていることが多く、それ
に使う原稿用紙やボールペンを買ったりしたのです。
　確か郵便局もあり、22歳の時に初めて文学賞に応募した時は、その郵便
局で投函したはずです。最初だったので、一次・二次選考があることや最終
選考に残れば連絡が来ることも知らず、ひたすら受賞作の発表号を心待ち
にしていました。結果はもちろん落選でした。
　今見ると竣工当時の意匠を残した外壁が素敵だなと思いますが、学生時
代は気づきませんでしたね。レトロという感覚は新しいものがあってこそ生
まれるものですが、当時は阪大の校舎も含めて古い建物が多く、むしろ新し
いビルの方がいいと思っていたのでしょう。この良さがわかるようになったと
いうことは、私も大人になったということなのかもしれません。

んな風景、見たことない！グラン
キューブ通（？）の方でも、きっと

不思議に思われるでしょう。実はこれ、メ
インホールの座席を“反転”させて広いフ
ラットステージに転換する最中を激写し
たもの。1階のA席部分がゴゴゴと一斉に
持ち上がる様子は、まるでロボットの変
身シーン…というのは大げさにしても相
当な迫力で、一般の方にお見せできない
のが残念です。今号の特集は、そんなメ
インホールの様々な「可変」についてご
紹介していますのでご一読を。

グランキューブ大阪から徒歩約15分。中央卸売市場の対岸に位
置する「中之島GATE」に、鮮魚取引所がオープンしました！その
名も「中之島漁港」。日本各地から旬の活魚が毎日入荷されるの
で、都心にいながら漁港と同じ品質の、新鮮で安全な海の幸を購
入できます。大型のいけすで元気に泳ぐ魚たちは必見！まるで魚
のテーマパークです。また、とれたての魚介類をその場で味わえる
漁港内の「中之島みなと食堂」では、日替り海鮮丼や漁師汁が人
気。浜焼きを堪能できるBBQ場も併設していますので、ぜひお楽
しみください。
■中之島漁港・中之島みなと食堂　公式ホームページ
　http://www.nakanoshima-gyoko.jp

こ

　特集「ZOOM IN OICC」シリーズ最終としてメインホールをご
案内いたします。
　4月は、新年度、新学期の始まりです。多くの学校、官公庁、会
社が、当会議場のメインホールで、入学式や入社式を開催してい
ただき、未来に輝く多くの若人が学生として、また社会人として

の第一歩を当会議場から歩んでいただいたことを誠にうれしく思
います。
　また、この度障がい者用自動販売機の設置、礼拝室、授乳室を
増設し、多くの方々に愛される施設として努力して参ります。今後
とも宜しくお願い申し上げます。（H）

編集後記

阪大医学部のキャンパスの
近くにあった旧ダイビル。

中之
島 あのころ、

このごろ

都心に鮮魚がやってきた！
中之島漁港

ダイビルは大正14年（1925）に竣工。2013年、低層部に竣工当時の意匠を残
した形で、高層タワーのオフィスビルとして再オープンを果たした。

久坂部羊の

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

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

青春を中之島で過ごした作家の再訪記

鮮度抜群の日替り海鮮丼（ミニ漁師汁付）
1,500円

大きないけすの魚は大迫力！

ご近所　　   より情報！耳



※2015年4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。

2
0
1
5
年
11
月

2
0
1
5
年
10
月

2
0
1
6
年
2
月

神農祭
11月22日、23日

http://www.sinnosan.jp

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。

四天王寺ワッソ
11月1日

http://wasso.net

古代東アジアでの
日本の国際交流を
1,000人によるパ
レードで雅やかに再
現した大阪のお祭り。

ドイツ・クリスマスマーケット大阪＆空中庭園
11月中旬～12月下旬（予定）

http://www.skybldg.co.jp

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。

あべの・天王寺イルミナージュ
10月31日～2月下旬

http://www.illuminagegroup.com

2016年放送予定の
真田幸村の生涯を描
いたNHK大河ドラマ
『真田丸』。根強い人
気を誇る武将を力強く
表現した光のアート。

2
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1
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年
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月

2
0
1
5
年
12
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2
0
1
6
年
1
月

節分厄除大法会
2月1日～7日

http://www.abikokannonji.com

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。

天王寺 真田幸村博『赤備えの章』
5月1日～10日

2
0
1
5
年
5
月

彦八まつり
9月5日、6日

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

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。

2
0
1
5
年
9
月

生國魂祭
7月11日、12日

http://ikutamajinja.jp

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。

十日戎
1月9日～11日

http://www.imamiya-ebisu.jp

「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。

修正会結願法要（どやどや）
1月14日

http://www.shitennoji.or.jp

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。

愛染まつり
6月30日～7月2日

http://www.aizendo.com

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！

2
0
1
5
年
7
月

天神祭
7月24日、25日

http://www.tenjinsan.com

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。

大阪アジアン映画祭
3月上旬（予定）

http://www.oaff.jp/2015/ja/index.html

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。

2
0
1
6
年
3
月

2
0
1
6
年
4
月

2
0
1
5
年
8
月

2
0
1
5
年
8
月

桜の通り抜け
4月中頃

http://www.mint.go.jp

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。

菖蒲神事（あやめ祭）
6月8日

http://www.nanba-jinja.or.jp

社紋のアヤメにちなん
だ風流な祭り。端午の
節句に老婆が菖蒲を
献上したという故事に
習って、巫女が刈り取
り神様にお供えする。

2
0
1
5
年
6
月

写真提供：少彦名神社

場所：少彦名神社

場所：史跡なにわの宮跡

場所：新梅田シティ

場所：天王寺公園

大阪・光の饗宴
12月上旬～1月中旬（予定）

http://www.hikari-kyoen.com

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。
©Festival of the Light Osaka 
Executive Committe

場所：中之島ほか

場所：今宮戎神社

場所：総本山四天王寺

場所：大聖観音寺（あびこ観音寺）

場所：ABCホールほか

場所：うえほんまちハイハイタウン及び周辺エリア

場所：造幣局

場所：難波神社

場所：愛染堂勝鬘院

場所：大阪天満宮

場所：生國魂神社

場所：生國魂神社
中之島公園バラ園
5月中旬～6月中旬／10月下旬～11月中旬

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

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。

場所：中之島公園

©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）

©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）

利休のふるさと堺大茶会
10月17日、18日

http://www.sakai-tcb.or.jp/sakaimatsuri

“茶聖”千利休の故
郷である堺で、茶道を
身近に楽しめる。本
格的な茶の湯のおも
てなしが気軽に体験
できる。

場所：南宗寺山内および大仙公園

住吉祭
7月30日～8月1日

http://www.sumiyoshitaisha.net

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。

場所：住吉大社

©大阪観光局（（公財）大阪観光コンベンション協会）

写真提供：あびこ観音

鵜殿のヨシ原焼き
2月（予定）

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

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。

場所：淀川河川敷

写真提供：高槻市

©OAFF2014

©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）

なにわ淀川花火大会
8月 場所：淀川河川敷

http://www.yodohanabi.com

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）

http://sanadayukimura.jp

真田幸村のシンボルカラーをイ
メージした「レッドグルメ」をバル
形式で味わえるほか、5月10日は
殺陣パフォーマンス、音楽ライ
ブ、戦国グッズの販売など内容
盛りだくさん！
画：正子公也　ⓒ kimiya masago

年中おもろいことがある

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？

大阪カレ
ンダ
ー



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

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

●編集･発行/株式会社大阪国際会議場   ●発行日/2015年4月22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
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