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エンターテイメントの
舞台にも選ばれている
グランキューブ大阪！
グ ラ ン キューブ 大 阪 で は 年 間 お よ そ 7 0 本 も の
コ ン サ ート が 行 わ れ るって 知 って い まし た か？
あ の 人 が ？と 驚 く 大 物 ア ー ティスト や人 気 の 韓 流 ス タ ー な ど
様 々 な エ ン タ ー ティ ナ ー に 愛 さ れ て い る 会 場 な の で す 。

多くのアーティストや
プロモーターの皆様に
愛されている会場です！

学会や国際会議だけじゃない。
多種多彩なエンターテイメントを
楽しめる。
当館は学会や国際会議といった学術的な催しばかりのイメージ
がありますが、コンサートや演劇などのエンターテイメント系も多
いことをご存じですか。例えばコンサートは年間約70本ほどあり、
多種多彩な公演が行われています。大物アーティストなら安室奈
美恵、倖田來未、鈴木雅之、葉加瀬太郎、氷川きよし、松任谷由実、
山下達郎…海外ならノラ･ジョーンズやジェフ・ベック、ミスタービック

営業部 誘致二課
調査役

池田

素直

など…。ジャニーズ系や韓流スター、人気声優さんのコンサートも多い
ですね。

2754席を擁するのに
2階席までの構造。
アーティストに優しい設計が魅力。
会場となる5階メインホールは最大2754席。大阪市内で同じく
らいの規模は、フェスティバルホールとオリックス劇場だけ。他の2
ホールは3階席まであるのに対し、当館は2階席までの設計となっ
ており、
「お客様全ての目線が見やすい」とアーティストの方々に好
評です。照明や音響も、創業以来お任せしているプロフェッショナ
ルの方々が担当しており、ハイクオリティの舞台演出に定評があり
ます。また、ホール入口前に広い「ホワイエ」という自由空間がある
ことも当館の魅力。物販コーナーの設置や、ファンサービスの握手
会スペースに利用いただいています。
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快適で格調高い空間や、
至便のアクセス。
「選ばれる理由」がたくさんある。

こんなイベントもできるの？
と思っても、
まずはご相談ください！

イベントホールにおいても、バラエティ豊かな展示会が開催され

様

ています。大手家電メーカーやスポーツメーカーによる新商品発表

松山千春など大物アーティストも常連

大手企業の新製品発表会にふさわしい広さ

サウンドクリエーター

主催 者 様 の声

会はもちろん、企業のパーティ、趣味の作品展、囲碁や将棋の大会
まで…。メインホールと同じく、多彩なジャンルのイベントにご利用
いただいているのです。
このようにエンターテイメント的催しをはじめ、様々な楽しみ方
が広がるグランキューブ大阪。人気の理由はやはり施設の美しさや
快適さでしょう。十分な広さ、雰囲気や格調ある空間など、老若男
女に好感度の高いグランキューブの建物が “選ばれる理由” である

大阪駅からお越しの方は、隣接するリーガロイヤルホテルのシャト
ルバスを利用することも。10時から21時までは6分間隔で走って
いますので、とても便利ですよ。

マルチな可能性を
もっと知ってほしい。
誘致活動も展開中。
コンサートやイベントにも使える、当館のマルチな可能性を広く
知っていただくべく、私共は全国各地で誘致活動も繰り広げていま
す。例えば、昨年の夏に行われた日本最大のイベント総合展「ライブ
＆イベント産業展」にもブースを出展。関東ではまだまだ知名度が
低い、当館のエンターテイメント利用について広報に努めたとこ
ろ、多くの反響がありました。特に東京は、オリンピックイヤーを前
が地方に流れることが予想されます。この機会に大阪の、そして
グランキューブ大阪の魅力を発信できればと思っています。
東京圏内での様々な会場で行われているイベントに出展し
誘致活動を今年も行っています。

ホールカテゴリーでは関西最大規模のキャパを誇る
グランキューブ常設のスクリーン、プロジェクターが
あり、演出プランに合わせて自由度が高く大規模コン
サートにも適しています。会議場ならではの部屋の多
さや、11tトラック数台での搬入出可能な条件も魅力
的であり、さらには1Fプラザも併用出来るなど、ス
テージ以外の多様性もまた特徴です！（桶谷 潤 様）
広いプラザ空間は物販やファンサービスのイベントも可能

に施設やホテルが取れない状況にあり、各種イベントやコンサート

ソーゴー大阪 様

るなど、アクセス面で集客が容易な点も喜んでいただいています。

1階プラザを利用したイベント

と思います。また、京阪神エリアへつながる駅が徒歩圏内に多数あ

一年に春と秋にコンサートツアーを開催して弊社公
演の中でOICC常連の松山千春さん。OICCは楽屋も
広くキレイで使いやすいと出演者、ツアースタッフか
らも好評です。開場時間中は、市街地を見渡せる眺
めのよいロビーは弊社スタッフもお気に入りです（淀
川花火大会の時は得した気分です。笑）会館スタッ
フの皆さんは我々イベンターの相談に親身にのってく
ださりよりよい運営にご協力頂いてくださってるいわ
（平 恵理奈 様）
ば「サポーター」であります。
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多彩なジャンルのコンサートから︑
演劇やバレエの舞台まで︒
上質空間で
エンターテイメントを満喫できる

メインホール＆イベントホール
﹁メインホール﹂

Close UP

グランキューブ大阪の

国際会議や学会で、世界のVIPをお
迎えすることもある5階メインホール。
2,700席以上の専用ホールは、大阪で
も最大の座席数です。シックなワイン
カラーで統一した内装は上質な雰囲
気 で 、特 に 座 席 の 心 地 良さは 抜 群 。
ゆったりとした広さとアームレスト、
クッションの効いた座り心地は疲れを
感じさせません。メインホールの最大
の魅力は、4つのスタイルにアレンジで
きる「可変ステージ」であること。文字
通り、ステージの形がダイナミックに
変化する装置が導入されています。例
えば舞台に「花道」を設けることがで
きたり、客席の中央にステージを置い
たり…まさに公演内容に最適な舞台を
ご提案することができるのです。

■可変ステージ4つのスタイル
ステージ

ステージ

ステージ

ステージ

エンドステージ型（２分割）

フラットステージ型

センターステージ型

最大人数を収容できるスタンダードな
スタイル。

小ホールと大ホール、2つのイベントを
同時に開催。

広 いステージに 花 道を設け 、ファッ
ションショーなどに。

前 後 に客 席 、中 央にステージがある
オープンスタイル。

が、それ以外にもユニークなイベント
が多く開催されています。例えば趣味
の 作品 展、企業の新 年互礼会やパー
ティ、試験会場や各種大会の会場とし
ても…。そこまでバラエティに富んだ
プログラムが可能な理由は、ホールの
広さと制限のなさ。面積2,600㎡、高
さ9.4ｍの広々としたスペースは段差
のない無柱空間なので、レイアウトも
演出も思いのままなのです。もちろん
電気、ガス、給排水、電話回線などイン
フラ設備は床下に完備。荷物用のエレ
ベーターも3基あり、設営や撤収も効
率的です。

最大2600㎡の無柱空間は︑
レイアウトも演出も完全フリー︒
あらゆる展示会や
イベントを可能にする

3階のイベントホールは主に企業の
展 示 会 や 商 品 発 表 会 が 行 われ ます

﹁イベントホール﹂

エンドステージ型（全体利用）

■可動間仕切りで多目的な利用も
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全体利用

2 分割利用

3 分割利用

展示会を開催するのに最適なレイアウトです。

展示会、会議を開催するのに最適なレイアウトです。

レセプション、展示会、会議を開催するのに最適なレ
イアウトです。

Osaka
International
Convention
Center
Information

グランキューブ情報局

グランキューブよりお知らせ

「まいどおおきに食 堂 」の
ランチが 新メニューに！

130席までの
パーティもできます。
イベントの打ち上げに
いかがですか？

手作りのおかずと精米したてのご飯、
アツアツのみそ汁。
グラン

店長 藤井

賢二

キューブ大阪5階にある「まいどおおきに食堂」のランチメニュー
が新しくなりました。今までの「４品定食」に変わって、
「日替わり
和定食」
「日替わり洋定食」
「日替わり丼と饂飩セット」
の3種類。
ど
れもボリュームたっぷりな上に、本場博多産の明太子が食べ放
題！お代わり自由のコーヒーも付いて900円（税込）というお得な
セットです。
大規模の催しがある場合は、
前もってランチやお弁当
の予約が可能。
2週間前までに予約してください。

コーヒー付き

■営業日／会議場の開館日（1月4日〜12月28日） ■営業時間／11：00〜15：00
（Ｌ.O.14:30） ■ＴＥＬ／06-4803-5561

大 阪マラソン
クリーンＵＰ作 戦
に参 加しました。

2 階「 O I C C A F E 」のパスタも見 逃 せない！
本 格的なコーヒーとく
つ ろぎ 空 間 で人 気 の
「OIC CAFE」に、パスタ
メニューが登場。トースト

「大阪マラソン クリーンUP 作戦」は、10月30日に
開催の大阪マラソンとタイアップした大阪市主催の

とコーヒー付きで5 5 0円

一大清掃イベントで、来阪されるマラソン参加者、関

（税込）という安さ。パス

係者や観客を「きれいなまち」でお迎えしようとの趣

タはナポリタンとミート

旨のもと大阪市全域において実施されました。

ソースがあります。

当社からは20名が参加し一生懸命ごみの回収に

■営業日／会議場の開館日
（1月4日〜12月28日）
■営業時間／
9：00〜19：00（Ｌ.O.18:30）
■ＴＥＬ／06-4803-5539

取り組み道路脇のポイ捨てされた空き缶やペットボ
トル、タバコの吸殻等を拾い１０.４kgのゴミを回収し
ました。
大阪国際会議場では、
今後も清掃活動など地球環
境の保全に関連した活動に取り組んでいきます。

「はらドーナッツ」のワゴン、大 好 評でした。

この夏から10月にかけて、
1階のプラザスペースにドーナツショップのワゴンがお目見え。
豆乳と
おからを使った体に優しいドーナツで人気の
「はらドーナッツ」
です。
爽やかな空気の中、
おいしい
ドーナツで一休み…そんな癒しのひとときをご提供できました。
来年も、
ぜひ出店していただきた
いと思います。
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月刊島民がおく

中之島的
聖地巡礼

中之島の
人気フリ
ー
とのコラ ペーパー
ボ企画

第7回

文／江口由夏︵月刊島民プレス︶

大阪好きの
手塚治虫︑
その意外なルーツは
中之島にあり︒

手塚治虫

『月刊島民』
Vol.72 2014 7/1

『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布中。

『漫画天文学』
の1コマに手塚のサインが
入った記念色紙。
2000年に大阪市立科
プラネタリウムが有形文
学館で一般公開された。
化財に登録された
©手塚プロダクション
大阪市立科学館蔵
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売れっ子 漫画 家、
大阪のホテルで 凱 旋 講 演。

最先 端 文化が集う中之 島。
科学好きが 花 開く 。

これまで月刊島民では、五代友厚や織田作之助など、あ
る人物にスポットライトを当てた特集も組んできた。もちろ
ん、大阪・中之島にゆかりが深い人物ばかり。２年前に取り
上げた漫画界の巨匠・手塚治虫もその一人である。
彼の作品は現在もあらゆる世代に愛されていて、先日も
秘蔵イラストが公開されるなど、没後もそのニュース性は色
褪せない。亡くなる３年前の昭和61年（1986）にグランキュー
ブ大阪のお隣、ロイヤルホテル（現在のリーガロイヤルホテ
ル）で講演をしたなどと聞けば、身近な人物のような気がし
てしまう。
当時、東 京で売れっ子漫画家として活躍していた手塚
は、およそ10本もの連載を抱えていた。その合間を縫って
講演のために大阪へ行くと宣言すると、原稿を待ちわびる
各誌編集部からは当然の大ブーイング。アシスタントを同
行させて講演会場でも仕事をするからと編集者を説き伏
せ、羽田空港へ向かう車の中でも、一心不乱にペンを走ら
せた。
手塚治虫と大阪。一見あまり縁がなさそうに見えるのだ
が、実はその人生に大きな影響を与えた場所といえるのだ。
さっそく紐解いてみよう。

24歳（1952年）まで宝塚に住んでいた手塚と中之島の縁
は、幼少期までさかのぼる。彼の父は職場がある北浜まで
通勤しており、家族にとっても中之島は身近な街だった。毎
年正月には大阪朝日会館（現在、その場所は中之島フェス
ティバルタワー・ウエストが建設中）まで家族そろって出か
け、
「漫画映画大会」を鑑賞するのが常。そこで出合ったディ
ズニーアニメが、後の手塚の作風に大きく影響を与えること
になる。月刊島民でも取材した社会学者の長﨑励朗さんに
よれば、戦前の朝日会館は「当時の一流と言われるような
音楽や映画を上演したり、展覧会を催していた、いわば先
端的な文化の発信地」とのこと。漫画や映画、宝塚歌劇好
きの手塚の両親にとって、情報や教養が集まる中之島は教
育の観点からも理想的だったのかもしれない。
そんな教育のたまものか、手塚少年は探究心豊かな子ど
もに育った。小学校のクラスメートの影 響で昆虫好きにな
り、虫とりにのめりこんだ。そのクラスメートこそ、淀屋橋南
詰にある老舗時計店の社長・石原実さんだ。なんと手塚作
品でたびたび登場する、葉巻を手にした悪役スター「金三
角」のモデルでもある。かつて心斎橋にあった時計店の息
子だった石原さんは、科学の世界へも手塚を誘った。二人

が夢中になったのは、昭和12年
（1937）に四ツ橋で開館した大
阪市立電 気 科 学 館（大 阪市立
科 学 館の前身）。特に手塚は目
玉だった日本 初のプラネタリウ
ム「カール・ツァイスⅡ型」に魅
せられて通いつめ、後に『漫画
天文学』に同機を登場させてい
る。また、電気科学館の会報誌
『月刊うちゅう』へ思い出を元に
した寄稿も行った。
創業160年以上の石原時計店。戦前
まで心斎橋に店があり、手塚もそこを訪
昭和62年（1987）の50周年に
れて創作のネタにしていた。
は、手塚による講 演も実 現。か
つて電気科学館でプラネタリウム解説を担当しており、大阪
市立科学館の元館長である加藤賢一さんは、多 忙なスケ
ジュールにもかかわらず駆けつけてくれた手塚治虫に思いを
馳せ、
「科学館の閉館も予想されていたので、当時の天文ス
タッフは奮闘した」と振り返ってくれた。冒頭のエピソードを
彷彿とさせるような、手塚の大阪愛が現れている。奇しくも
手塚が亡くなった数カ月後に閉館し、同年に大阪市立科学
館が開業。手塚を魅了した「カール・ツァイスⅡ型」の実物
は、現在はその地下１階で大切に保存展示されている。

手塚も夢中になった学芸員の個性際立つプラネタリム解説は、前身の電気科学館から大
阪市立科学館へ受け継がれている。

医学を学んだ青春時 代。
自らの経 験も題 材に。
ところで、大阪大学中之島センターがある大阪大学医学
部跡や、ほたるまちと呼ばれている旧阪大病院跡も、手塚
ゆかりの場所だ。戦況が悪化する昭和20 年（1945）、手塚
は大阪大学付属医学専門部に入学。毎日中之島まで通って
いた。
「なぜ手塚治虫が医学の道へ？」と思われるかもしれ
ないのだが、実は彼の曾祖父・手塚良庵は大阪大学のルー
ツとされる適塾で学んでいる。手塚家は中之島周辺とよっ
ぽど縁が深いのだと思わずにはいられない。
手塚は自らのルーツも解き明かそうとしたのか、後に良
庵を主人公に『陽だまりの樹』を描いた。また、自身がイン
ターン生活を送った阪大病院や中之島界隈を、晩年の大作
『アドルフに告ぐ』にも登場させている。
手塚は中之島で学生生活を送る一方で、漫画も描き続け
ていた。完成した作品は、堂島にあった毎日新聞大阪本社
（現在の堂島アバンザ）に投稿。偶然にも隣家に毎日新聞
社 員 が 住 んで い たこと か ら 顔 が つ な が り、昭 和21年

『アドルフに告ぐ』
３巻
手塚治虫文庫全集
BT072（講談社）
2004年に大阪大学医学部跡に誕生した
大阪大学中之島センター。
「 平成の適塾・
懐徳堂」
とうたうとおり、知的なテーマで公
開講座を開いている。
『陽だまりの樹』
１巻
手塚治虫文庫全集
BT189（講談社）

適塾近くにある緒方ビル１階には
『陽だまりの樹』
タッチの絵
が。同ビル４階の
「除痘館記念資料室」
も合わせて巡りたい。

（1946）より毎日小國民新聞で『マアチャンの日記帳』の連
載が始まった。またこの頃、演劇にも興味を抱いていた手
塚は、幼い頃に家族で訪れた懐かしの朝日会館へ、今度は
学生演劇の演者として再び足を運んだりしている。
売れっ子漫画家になった手塚は、やがて東京に活動拠
点を移す。とはいえ、先述したロイヤルホテルや電気科学
館でのエピソード、作品に登場する実在の風景などを見る
と、中之島界隈がいかに手塚治虫の漫画人生に影 響を与
えたかがわかるだろう。
手塚作品といえば SFモノを思い浮かべる人も多いと思う
が、こうなると、その架空の未来都市も中之島そのもので
はないかと妄想したくなる。宝塚大劇場や宝塚ホテルがす
でにあったとはいえ、まだまだ山や川が広がる開発途上の
宝塚に住んでいた手塚治虫。たくさんの美しいビルと川が
共存し、最先端の教養文化が集まり、大勢の人々が行き交
う中之島は、どれほど近未来的に映ったことだろう。あの
手塚治虫を魅了した街だと思うと、よりいっそう中之島を歩
くのが楽しくなる。

手塚作品といえばアニメにもなった
『鉄腕
アトム』。科学の発展や近未来都市など、
どこか中之島を彷彿とさせる。
手塚治虫文庫全集 BT001〜（講談社）

一方で、初期SF作品である
『メトロポリス』
は、
いきすぎた科学の発展がもたらす危険
性をテーマにしている。
手塚治虫文庫全集 BT022（講談社）
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これから開催される学会・イベント
をご紹介します。

グランキューブ大阪の

PICK UP

12月以降のプログラム
計算言語学国際会議（International
Conference on Computational
Linguistics, Coling)
2016年12月11日（日）〜16日（金）

AIの基盤
「自然言語処理」
の国際会議が大阪で初開催

自然言語処理は、期待の高まっているAIの基盤技術であり、世界中
で活発な研究開発が進められています。同分野の最高峰の国際会議
であるCOLINGが開催されます。
COLING は1965年にニューヨークで始まり、隔年開催で半世紀の
歴史があります。1980年に東京で、1994年に京都で、22年ぶりに
日本へ戻ってきました。
テーマは、言語の文法・意味のような基礎から、自動翻訳やロボット
との対話などの応用システムまで幅広い構成です。近年のその有用
性が多方面で確認されつつあるDeep Learningの研究発表も大幅
に増えそうです。
世界のトップ研究者が集い、研究発表と白熱した議論を行います。
チュートリアル、ワークショップ、多数のデモンストレーション、民間
企業による展示も予定されています。

エネルギー使用合理化シンポジウム
2017年2月17日（金）

近畿経済産業局が主催する
“省エネルギーの最前線”満載のシンポジウム

企業の省エネルギーのお役に立
つ「IoTによる省エネルギー」をは
じめ、我が国のエネルギー政策・
省エネルギー施策などの最新情
報をご提供します。
第1部の 基 調 講 演では、IoT分
野の第一 線で活躍する東京大
学大学院情報理工学系研究科
教 授の原 辰次先生に IoTと省
エネルギー に関してお話いた
だきます。
また第2部では、
「 EMS活用事
例の紹介」、
「 管理標準の作成・
活用と省エネ相談」、
「 次世代エ
ネルギー社会に向けて（仮）」の
東京大学大学院情報理工学系研究科
原 辰次教授
分科会を開催します。
グランキューブ大阪10Ｆ（会議室）にて。
事前申込制。参加費無料。
皆様のご参加をお待ちしています。

（近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課）

（国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）
ASTREC 副研究開発推進センター長 隅田 英一郎）

第38回
日本病院薬剤師会
近畿学術大会

ガールズ＆パンツァー
オーケストラ・コンサート
〜Herbst Musikfest 2015〜 追加公演

薬剤師業務の進化と深化〜薬剤師の真価を考える〜

ファンの熱い要望にお応えして追加公演決定！

本 大 会は近 畿 地 区病 院 薬 剤
師 会（ 滋 賀 県 、京 都 府 、奈 良
県 、兵 庫 県 、和 歌 山 県 、大 阪
府）の 相 互協力により開 催さ
れ、その役 割は日常業務と密
接 に 関 係した 演 題 が多 い 若
手 薬 剤 師 の 登 竜 門 的な 場で
ありましたが 、昨 今では学 術
的 に 最 新 の 知 見を 含 む 演 題
も増加し幅広い内容になって
おります 。また 、近 畿 圏 以 外
からも多くご参 加 頂いており
ます。メインテーマは「薬剤師
業 務 の 進 化と深 化〜薬 剤 師
の 真 価を 考える〜 」としまし
た。超高齢化 社会における地
域包括ケアシステムの構築が急務な状 況下で、我々病 院 診 療 所
等に勤務する薬剤師の医療専門職として在るべき姿と本質的な
資質向上を果実として参加者へもたらせるよう準備しております。

2015年11月3日、
『 ガールズ
＆パンツァー 劇場版』公開
に先立ち、オーケストラコン
サート・イベント「 H e r b s t
Musikfest 2015」が開催さ
れました。
イベント終了後、多くの皆様
からの 熱い再演のリクエス
トにお応えして、東京・大阪
の二都市で計4回の上演が
決定致しました！
今回の追加公演は「Herbst
Musikfest 2015」を再現す
るものとなり、出演は前回同
様、渕上舞・ChouCho・佐咲
紗花、そして指揮は世界的コ
ンダクターの栗田博文、演奏
は国内屈指のオーケストラ東京フィルハーモニー管弦楽団。
この機会に、オーケストラによる素晴らしい『ガルパン』音楽の世界を
ぜひご堪能ください。

2017年2月25日（土）
・ 26日（日）

（第38回日本病院薬剤師会近畿学術大会 大会会長
一般社団法人 大阪府病院薬剤師会 会長 但馬 重俊）
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2017年1月21日（土）

（キョードー関西）

学会・イベント

2016年の秋以降に開催された学会や
イベントの一部をご報告します。

REPORT

開催されたプログラム

第63回材料と環境討論会
2016年10月17日（月）〜19日（水）

環境が引き起こす腐食から材料を守り、
安全な社会を築き上げる方法を考える会議

第67回日本学校農業クラブ全国大会
平成28年度大阪大会
2016年10月26日（水）
・27日（木）

農業高校生の日本一が決定！！
「農業高校の甲子園」とも呼ばれるこの大会に、今年も約３８０校・９
万人の高校生が、
農業に関する研究発表・各種競技会に参加し、
全国
から地区予選会を勝ち抜いた約３０００人が２５日〜２６日にかけて
大阪各地で決勝大会を行いました。
そして２７日にメインホールで
「大
会式典」
を行い、
成績が発表され最優秀者
「日本一」
が決定。
迫力のあ
る生演奏や旗手入場で全国各都道府県と大会の連盟旗５１旗が壇
上に集う姿は圧巻でした。最優秀者は大臣表彰を受けた後、プロジェ
クト発表と意見発表の発表披露が行われました。その発表内容の素
晴らしさに圧倒されながらも、
参加者は熱心に聴き入っていました。
（第67回日本学校農業クラブ全国大会事務局長
大阪府立農芸高等学校長 真鍋 政明）

（公社）腐食防食学会が毎年秋に開催します「材料と環境討論会」
は、身の回りや工場などに広く使用されている金属材料の劣化現象
である「腐食」の発生要因やその防食方法などに関する新しい知見
を、国内の研究者・技術者が披露し、議論をする会議です。今回で63
回目の開催となり、125件の発表に対し、約350名の参加者が3日間
に渡り、活発な議論を行いました。また、今回は京都大学 宮川豊章
教授から「コンクリート構造物の腐食劣化」、理化学研究所 平尾公
彦様から「スパコンの現在・未来」の題目で特別講演を賜り、関西が
発信する科学技術の最先端をご披露頂きました。次回は沖縄で開催
しますので、ご興 味 のあります 方は（公社）腐 食 防 食 学 会の H P
(http://www.jcorr.or.jp/)でご確認ください。
（関西大学 化学生命工学部 教授 春名 匠）

大阪府立大手前高等学校
創立130周年記念式典
2016年11月5日（土）

つよき信念
（まこと）
たかき理想
（のぞみ）
の精神のもと、
次代のリーダーの育成をめざして

2016年11月5日（土）大阪府立大手前高等学校創立130周年記念
式典を開催しました。
第一部の記念式典に続き、第二部には、第二十九代日本銀行総裁の
福井俊彦氏（本校昭和二十九年卒）による記念講演「母校に誇りを感
じつつ〜嵐を乗り越え、未来を切り拓く〜」、そして、第三部として、大
阪交響楽団による記念演奏会を行いました。生徒自治会会長は、
「大
手前が歩んできた伝統をしっかりと引き継ぎ、次の世代にバトンを渡
すことが私たちの使命です」と力強く話をしました。これからも大手
前高校でつよき信念（まこと）たかき理想（のぞみ）の精神のもと、次
代のリーダーとして、国際社会に貢献できる知・徳・体のバランスのと
れた人材の育成をめざしていくことを誓い、式典は終了しました。

第14回 計測展 OSAKA
2016年11月9日（水）〜11日（金）

未来のものづくり社会を支える
計測・制御技術の総合展

計測展 OSAKA（主催:一般社団法人 日本電気計測器工業会）は、
未来のものづくり社会を支える計測・制御技術の総合展です。西暦
遇数年秋に大阪で開催され、2004年からグランキューブ様の3Fイベ
ントホールと10F会議室を利用して開催しております。
第14回となる「計測展 OSAKAは2016年11月9日（水）〜11日（金）
http://jemima.osaka/」もグランキューブ様にて開催し、会場ご担当
者様と会期2年前から一緒に準備を進めさせていただき、盛況裡に
終了いたしました。会場ご担当者様を初めとしたスタッフ方のご支
援・ご協力に厚く御 礼申し上げます。次回（2 018 年 秋）の計 測展
OSAKAも会場ご担当者様方のご支援・ご協力を仰ぎながら進めたく
存じます。引き続きご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
（一般社団法人 日本電気計測器工業会）

（大阪府立大手前高等学校 校長 柴 浩司）
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ナカノシマ

歴史とグルメを堪能できる、
中之島へようこそ！
かつて大阪商人が集まるビジネスの地だった中之島。
商都の名残を感じる建物や碑があちこちにあります。

めぐる

たべる

蔵屋敷跡

どう じま こめ いち

ば

あと

堂島米市場跡

「天下の台所」
と呼ばれた江戸時代の
大阪。
「 堂島米市場」は、その頃に繁栄し
た大坂三大市場の1つでした。現在、世界
で行われている
「先物取引」の先駆けとも
言われる市場の跡は、堂島公園入り口に
ある碑と像が目印。
■DATA
住所／大阪市北区堂島浜1-3
※見学自由

NAKANOSHIMA
TERRACE

中之島は水
運に便の良い
ことから、諸藩
が年貢米の換
金や産物を売
りさばくために、
多くの 蔵 屋 敷
が 建ち並んで
いました。この
場所は高松藩
の蔵屋敷跡
で、現在はリー
ガロイヤルホテ
ルが 建てられ
ています。

ラ・テラス中之 島

リバーサイドで味わう
本格フレンチ

■DATA
住所／大阪市北区中之島5-3
※見学自由

コースは3種類。美しい一皿、一皿にテンションアップ

堂島川に面した開放的な空間で、季
節の素材にこだわった美味でおしゃれ
なお料理を…。2016年9月にオープンし
た「ラ・テラス中之島」は、グランキュー
ブ大阪から歩いてすぐの本格フレンチ。
ボリュームのあるプレートランチから各
種ディナーコースまで、多彩なメニュー
が楽しめます。パーティの予約もできる
ので、打ち上げにぜひ。

薩摩藩蔵屋敷跡

江戸時代、薩摩藩は大阪に3つの蔵屋
敷を構えており、
この場所は上屋敷の跡で
す。慶応4（ 1868）年に会津藩兵との間に
武力衝突が発生し、
自ら屋敷に火を放った
ことにより焼失。現在は三井倉庫の一角に
碑が建っています。
■DATA
住所／大阪市西区土佐堀2-4
※見学自由

大阪市中央公会堂

赤レンガの壁に青銅色のドーム型の屋
根が美しい、大正時代のネオ・ルネッサンス
様式の建築物です。蔵屋敷が廃止後に
衰退していた中之島の再生を願い、大正7
（1918）年に開館。国の重要文化財でもあ
ります。地下にはショップや展示室も。

■DATA 住所／大阪市北区中之島5-3-60 中之島
BANKS Center棟-B ☎06-6233-8822 営業時間／ラ
ンチ11：30〜14：00 ディナー17:30〜23：00（L.O.21:00）
休／不定休 アクセス／京阪中之島線「中之島駅」
より徒歩
約1分。
URL／http://laterrasse.jp/nakanoshima/

■DATA
住所／大阪市北区中之島1-1-27 ☎06-6208-2002
※館内の見学はB1岩本記念室のみ

JR

野田阪神

線

新福島

状

環

阪

大

堂島米市場跡

茶琥屋
讃く

JR東西線

渡辺橋

大江橋

之島線

京阪中

大阪市中央公会堂

あみだ池筋

筋

わ
に

な

新

四つ橋筋

NAKANOSHIMA TERRACE

蔵屋敷跡

地下四つ橋線

野田
下

鉄

前

線

薩摩藩蔵屋敷跡
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九絵家

大阪納豆 納豆 BAR 小金庵

らーめん香澄 本店

わ筋
なに

日

御堂筋

千

地下鉄御堂筋線

（ラ・テラス中之島）

玉川

地

京阪本線

肥後橋
中之島

下福島公園

なにわ橋

淀屋橋
土佐堀通

靱公園

グランキューブ大阪から、徒歩15分圏内。寒い季節にうれしい、お鍋と麺のお店を中心にご紹介。
アツアツ、フウフウでポカポカになって、冬を乗り切りましょう。

九絵家

茶琥屋

関東では珍しい
高級魚を満喫︒

その名のとおり、西日本では高級魚で知られる
「クエ」料理専門の
お店。
わざわざ関東から聞きつけて、接待などで利用するお客さんも
多いのだそう。天然クエのうまみを知り尽くした大将がふるまう薄造り
や小鉢、
そして主役のクエ鍋で冬の夜は決まりです。

あっさり出汁で味わう、
プリプリのたこしゃぶ。

たこしゃぶ1,480円（注文は2人前より）、
たこ焼き
（8個・6種類のソースからチョイス）480円
おまかせコース
（クエ鍋・薄造り・焼き物・雑炊など）
5,000円〜15,000円※値段や内容は電話で要相談

■DATA 住所／大阪市西区江戸堀1-27-8 昭
和江戸堀ビル１Ｆ ☎06-6448-6720
（来店時は
要事前連絡） 営業時間／17:00〜23:00
（L.O.）
休／日曜 アクセス／京阪中之島線
「中之島駅」
よ
り約８分。

らーめん香澄

大阪に来たら熱々のたこ焼き！ だけでなく、珍しいたこしゃぶ
を囲むのもオススメ。刺身で食べられるぐらい新鮮で味が濃厚な
南伊勢産の真だこを、たっぷりの野菜とあっさりいただきます。真
だこならではの感触が楽しめる、たこ焼きをつまみながらどうぞ。
■DATA 住所／大阪市福島区福島1-2-4 CASA CHIC 1F ☎06-6345-4600 営業時間／17:00
〜25:00
（L.O.） 休／日曜 アクセス／京阪中之島線
「中之島駅」
より約５分。

讃く

魚介系醤油味一本で
行列を生む麺処︒

■DATA 住所／大阪市西区京町堀
2-12-13 ☎06-6443-0807 営業時間／ラ
ンチ11：00〜15：00
（L.O.）
ディナー18：00〜
23：00
（L.O.） 休／日曜・祝日 アクセス／地
下鉄各線
「阿波座駅」
より徒歩5分。
特製煮干しラーメン 950円

メニューは煮干しを駆使したラーメンとまぜそばのみ。要となる
スープは、片口イワシ、ウルメイワシなどの厳選した煮干しを大量
に使い丹念に炊き上げます。熱々をすすれば雑味のない魚介の豊
かな旨みに驚かされます。京都の名製麺所である「麺屋棣鄂」の太
平打ち麺との相性も抜群です。

福島の超人気ラーメン店「三く」の大将が営むうどん専門店。セ
ルフサービスとはいえ、もちもちと食べごたえのある全粒粉うどん
を格安で食べられるのは驚きです。朝7時の開店時から、夜勤明
けや出社前の朝うどんを楽しむ近所の人々でにぎわいます。

寒い季節こそ
日課にしたい朝うどん。

ぶっかけ大350円、天ぷら各種100円〜、
朝定食390円

■DATA 住所／大阪市福島区福島2-8-3 ☎06-6455-6613 営業時間／7:00〜10:00 11:00〜
15:39
（夜はそば営業） 休／日曜 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」
より約3分。

おみやげにいかが ?

大阪天満宮

納豆BAR 小金庵
食卓に欠かせない納豆を、
オシャレに美味しく。

中之島公園

天神橋筋

北浜

南天満公園

粋シリーズ
（大粒・小粒・ひきわり）270円（各70g）
※味はねり梅や味噌、
おぼろ昆布など24種類

天満橋
堺筋
松屋町筋

地下鉄堺筋線

地下鉄谷町線

大東市にある小金屋食品が直営する、大阪初の納豆専門店。これまで通販か百貨
店の催事でしか手に入らなかった商品が並びます。納豆たれとねり梅や味噌などの
トッピングで味を変え、
色んな味が楽しめるバリエーション豊富な粋シリーズに、
昔な
がらの藁でくるんだ納豆、
変わり種として納豆ドレッシングや納豆バターまで！ 贈りも
のにも重宝されているというのもうなずけます。
■DATA 住所／大阪市西区土佐堀2-3-12-102 ☎06-6449-3120
営業時間／10:00〜19:00 休／木曜休
（祝日の場合は営業） アクセス
／京阪中之島線
「中之島駅」
より約６分。
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ス ポット紹介

西日本唯一、パタゴニアのサーフストア

パタゴニア サーフ大阪
／アウトレットがオープン
「長く使える最高の商品を作り、何度もリペアを行うこと
で環境を守る」
。そんな信念のもと、登山やサーフィン用
品を中心にアウトドアグッズを製造・販売するパタゴニア。
そのサーフ／アウトレットショップが2016年9月16日中之
島バンクスにオープンしました。店内にはサーフボードや
ウエットスーツがずらり。パタゴニアらしい鮮やかな色合
いの洗練された商品が並びます。中でも注目したいのが、
リサイクル素材で作ったダウン商品「リ＼＼＼コレクショ
ン」
。ダウン素材はもちろん、ボタンやジッパーなどの小物
に至るまで、全て再利用素材を使用したシリーズです。ス
ポーツだけでなく、普段使いにもできるオシャレなウエア
が揃っているので、ぜひ一度のぞいてみては？
■DATA
住所／大阪府大阪市北区 中之島 5-3-56 中之島バンクス EAST棟
☎06-6443-6610
営業時間／11：00〜19：00 定休日／年末年始

この冬も﹁大阪・光の饗宴﹂が
水の都にきらめきの
魔法をかける

耳寄り情報

昨年は国内外から1000万人以上の来場者を集め
た「大阪・光の饗宴」
。
「OSAKA光のルネサンス」と

「御堂筋イルミネーション」をコアプログラムとして、

Ⓒ大阪・光の饗宴実行委員会

大阪各地で光のアートを満喫することができます。
どのスポットも楽しめること間違いなし！…ですが、
中でも見逃せないのが「大阪府立中之島図書館」を
スクリーンにした「ウォールタペストリー特別公演」
。
心にかがやく宝もの をテーマに、重厚感のある外
観に光で絵を描きます。その他にも大阪市中央公会
堂で行われるプロジェクションマッピングやフード
コーナーがあったり、グランキューブ大阪にほど近
い堂島リバーフォーラム前では、
「中之島ウォーター
ファンタジア」と題する光のショーがあったり。ぜひ、
お楽しみください。
■DATA
開催期間：2016年11月20日
（日）
〜2017年1月9日
（月・祝）
※「OSAKA光のルネサンス2016」
の開催日程：
2016年12月14日
（水）
〜12月25日
（日）
まで
http://www.hikari-kyoen.com/

〈電車〉
京阪中之島線「中之島
（大阪国際会議場）
駅」
（2番出口）
すぐ
JR大阪環状線「福島駅」
から徒歩約15分
JR東西線「新福島駅」
（2・3番出口）
から徒歩約10分
阪神本線「福島駅」
（3番出口）
から徒歩約10分
大阪市営地下鉄「阿波座駅」
（中央線1号出口・千日前線9号出口）
から徒歩約15分
〈バス〉
JR「大阪駅」駅前バスターミナルから、大阪市営バス
（53系統 船津橋行）
または
（55系統 鶴町四丁目行）
で約15分、
「堂島大橋」バス停下車すぐ
シャトルバスが、
「リーガロイヤルホテル」
とJR「大阪駅」桜橋口の間で運行しており、
ご利用いただけます
（定員28名）
中之島ループバス
「ふらら」
で地下鉄・京阪「淀屋橋駅」
（4番出口・住友ビル前）
から約15分

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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