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OICC SPECIAL

　「大阪国際会議場」という正式名称の通り、国際的なコンベンションの場として愛され
るグランキューブ大阪。特に、学術集会や研究発表会などの「学会」は、年間で50件以上
が開催されています。「学会なら、やはり大阪国際会議場」と、リピートしてくださる主催
者様が多いのは、あらゆる面で満足度の高い条件が揃っているからだと思います。例え
ば、立地やアクセスの良さ。アカデミックな催しにふさわしい格調ある建物。快適で便利
な最新施設。さらには一人の営業担当が誘致から開催当日まで責任を持ってサポートする
サービス体制など…。そのメリットは多岐にわたっています。

　私自身が感じる当館の魅力、それは「どんな規模で
もどんなスタイルでもフレキシブルに対応できる会場
空間」です。私は入社3年目で、これまで関わってきた
学会は1,000 ～ 2,000名規模がほとんど。しかし昨
年、先輩が担当された「第61回日本透析医学会学術
集会・総会」は、約1万8,000名が参加されるという
大々的なものでした。もちろん当館のキャパを超えて
いますが、この時は隣接するリーガロイヤルホテル、
堂島リバーフォーラム、ABCホールなども会場として
使用。中之島一帯を結ぶアライアンスが、どのような
催しも可能にすることを実感しました。

「学会なら大阪国際会議場」    そんな評価には理由があります。

営業部　誘致一課 

桑畑　賢英

あらゆる面で満足度の高い会場。

フレキシブルな対応力が最大の魅力。

「学会」の開催は
大阪国際会議場で。
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中之島という立地条件
新大阪や梅田から近く、空港からのアクセスもわかりやすい。新幹線や飛行機で関西に来られる先生方
には「交通の便がいいね」と言っていただいています。そんな便利な立地にも関わらず、堂島川に面し
た開放感あるロケーションも好評です。

豊富な宿泊施設や飲食店
隣接するリーガロイヤルホテルはもちろん、中之島界隈から梅田に行くまでに、約1万室
の多彩な宿泊施設があります。また学会後の宴会ができる飲食店もバラエティ豊かに
揃っているので、ホテルやお店探しに困ることがありません。

移動しやすい建物構造
当館は12階建ての高層建築で、施設を縦に積み上げるよう設計されています。ですので、部屋を移動す
る際に長距離を歩く必要がない。上下移動だけで色々な会議室を行き来できるのは、他の会場にないメ
リットです。エレベーターは11基あり、待ち時間のストレスもありません。

ご希望を叶える提案力
大まかで良いので開催時期や規模、内容を聞かせていただければ、まずはレイアウトやプログラムをご提
案します。「これはできるのか、できないのか」と迷われた時はぜひご相談ください。会場を熟知した私共
が、数多くの開催例のノウハウをもとに最適な実現方法を考えます。

提携企業とのネットワーク
舞台演出、看板、装花、電気工事、ケータリング…学会開催に不可欠な提携企業をご紹介します。基本的
には当館に窓口を一本化して、打ち合わせから進行管理、請求や振り込みまでを行いますので、シンプル
＆スピーディな対応が実現。このようなワンストップサービス企業を、今後も増やしていく予定です。

　一般に、学会を開催する際には2～3年前から準備が始まります。私がお勧めしたいの
は、最初に会場を押さえておくこと。学会が集中するのは春と秋で、当館でも2018年～
2019年のオンシーズンはほぼ埋まりつつあるからです。さらに東京オリンピックの影響
で、2020年以降のお問い合わせも増えている状況。これからますます会場確保が難しく
なるでしょう。具体的なプログラムが決まっていなくても、まずは私共にご相談ください。
過去の開催事例などもふまえ、企画からご提案いたします。
　2000年のオープンから16年。歴史と実績が信頼につながっている当館ですが、常に設
備や制度を刷新することも心がけています。最近では、特別会議場のスピーカーや会議室
の机をリニューアルしたり、事務手続きを容易にする「ワンストップサービス」もスタート。
リピートするごとに快適に、便利になっていく…「進化する会場」をぜひご体験ください。

「学会なら大阪国際会議場」    そんな評価には理由があります。

主催者の声

よろこばれています！

常に進化していく会場でありたい。

学術会議等で利用させて頂
いております。搬入出の良さ
や学術会議では欠かせない
ネットワークの構築もされ
ており、我 に々とっては大変
使いやすい施設です。今後
はプロジェクター回線のデ
ジタル化を期待しています。

天井高のあるロビーや、可
変的な会議室によりプラン
は無限大です。
会場の方々は我々業者にも
寄り添い、イベントに対し
一体となってくださいます。
そんな安心感のもと作業で
きるのも魅力の一つです。

株式会社アコースト・コーポレーション 小川　順也 様 株式会社教映社 根元　洋 様

まだまだある！
学会開催における大阪国際会議場の魅力

魅力が
いっぱい！

ついに、プロジェクター31,000lm（WUXGA）が４月よりご利用可能！
国内のコンベンションセンター施設では初の導入！
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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。

STROKE2017

本学会が合同学術集会の形式
を取るようになってからは参加
者も年々増加し、ここ数年は参
会者5,000～6,000名を超
す、世界最大規模の脳卒中専
門学術集会に発展しています。
今回の合同学術集会の統一
テーマは、「脳卒中に学ぶ 
Learn from Stroke」です。3学
会学術集会会長とも、まさに
「脳卒中に学ぶ Learn from 
Stroke」気持ちで、医師、医学研
究者人生を歩み始め、それぞれ
の能力を振り絞って、脳卒中の
究明と制圧に努めてきたつも
りで、本学会が、脳卒中を取り
巻く諸課題の解決の糸口とな

ることを切に祈っています。3月19日（日）には「脳卒中制圧  大阪春の
陣」のテーマのもと市民公開講座も開催いたします。市民公開講座はど
なたでもご参加可能ですので、多数のご参加をお待ちしております。
（第42回日本脳卒中学会学術集会  会長  峰松  一夫［国立循環器病研究セ
ンター］／第46回日本脳卒中の外科学会学術集会  会長  塩川 芳昭［杏林大
学医学部  脳神経外科］／第33回スパズム・シンポジウム  会長  森 健太郎
［防衛医科大学校 脳神経外科］）

脳卒中に学ぶ Learn from Stroke
2017年3月16日（木）~19日（日）

ドゥービー・ブラザーズ

1970年代アメリカはウェ
スト・コースト・ロックを
リードしたドゥービー・ブ
ラザーズ。1971年にデ
ビューを飾り、2作目のア
ルバム「トゥールーズ・ス
トリート」からの楽曲
「リッスン・トゥ・ザ・
ミュージック」が大ヒット! 
一躍脚光を浴びる。日本
でもサーファーを中心に
人気を博し、大阪は心斎
橋アメリカ村で特に支持
された。その後も次々と
ヒット曲を放ち熱望する
ファンの声に1976年初
来日を果たす。更に、新た
なヴォーカル(マイケル・

マクドナルド)を迎え、洗練されたサウンドを打ち出し新たなファンを獲
得。1980年に発表されたアルバム「ミニット・バイ・ミニット」からの楽
曲、「ホワット・ア・フール・ビリーヴス」でグラミー賞最優秀レコード賞
を獲得し栄誉に輝く。今回で何と11回目の来日公演。数々のヒット曲満
載のベスト・ステージは必見!
（（株）大阪ウドー音楽事務所  コンサートセクションリーダー  須河内  学）

アメリカン・ロック・バンドの最高峰! 待望の来日!
2017年4月28日（金）19時開演

第93回日本消化器内視鏡学会総会

本学会は会員数3万人
以上のわが国最大規模
の医学会です。総会には
6～7,000人が参加しま
す。大阪での単独開催は
約25年ぶりです。
メインテーマは、エビデン
スの構築、内視鏡医の教
育、機器や手技の発展と
いった本学会の重要な
活 動をすべて含んだ
「 E N D O S C O P Y  :  
Evolution, Education 
and Evidence」です。
日本人講師による特別講
演や教育講演だけでな
く、米国、中南米、欧州の
学会とのジョイント企画
や各学会長の特別講演、

海外講師による教育講演、アジアを中心とした国外施設と繋いだラ
イブ中継を企画しています。もちろん、シンポジウムを始めとする主題
セッション、一般口演発表、ポスター発表など数多くの発表がありま
す。ここに来れば内視鏡診療の最先端が見られます。
（大阪府立成人病センター  副院長  飯石 浩康）

消化器内視鏡診療の最先端が見られます
2017年5月11日（木）～13日（土）

私立恵比寿中学

“永遠の中学生”がコンセプトの「私立恵比寿中学」。通称「エビ中」。
‘12年5月5日に『仮契約のシンデレラ』でメジャーデビュー、その後
全シングルがオリコントップ10入りを記録。
昨年11月に初のベストアルバムを2枚同時発売。同年12月22日、23
日には「クリスマス大学芸会2016」を国立代々木競技場第一体育
館にて2days開催。
今回の春ツアー大阪公演は2days開催！メンバーによる迫力あるキ
レキレダンスと大盛り上がりのグダグダMCとのギャップにキュン
萌え必須!!
是非とも彼女たちらしい素敵なステージをご堪能ください。
4月29日（土）17時開演。4月30日（日）15時半開演。料金：6,800円
（ミューベンツ・ジャパン  中川 真志）

待望の春ツアー開催決定！！大阪は2days！！
2017年4月29日（土）、30日（日）

PICK UP
2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
2016年の冬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。

第61回日本新生児成育医学会・
学術集会

日本新生児成育医学会は台湾、韓国
との3カ国共同のプログラムを初めて
組み込み、『「おさなご」を発見しよ
う！』をテーマとし、その身体と心を
見直しました。日本新生児看護学会
では、「いって（言って・行って）みぃひ
ん？　次への一歩」をテーマとして先

を見据えた学術集会となりました。両学会それぞれに参加者は1,300
名を超え、連日2,000名を超えた楽しく忙しい学会運営でした。
（大阪府立母子保健総合医療センター  新生児科部長  北島 博之、新生児棟  
看護師長  炭本 由香）

第61回日本新生児成育医学会および
第26回日本新生児看護学会の合同学術集会を開催して

今年で42回目を迎えた歴史あるこの大会を、平成21年の第34回大
会より9年連続で大阪国際会議場メインホールを会場として使用さ
せて頂いております。
その間、出場園が3園増えてますます盛況になってきました。要因とし
て、真っ先に挙げられるのは当日すばらしい演奏を披露する園児と園
関係者のご努力のおかげであることは間違いありませんが、会場へ
の抜群のアクセスや、豪華なホールそして充分な客席数、なんといっ
ても会場スタッフの方々の細やかな御配慮なども要因の一つとして
欠かせません。
出場した園児たちが将来大きくなった時、この会場で演奏した事が誇
りと自信になるものと確信しています。
（西日本幼児器楽合奏大会実行委員会  理事長  小林 忠永）

サイエンスエキスポ２０１６

昨年の１２月６日から３日間開催され
た「サイエンスエキスポ２０１６」は盛
況裡に終了することができました。今
回グランキューブで初開催となった
本展ですが、会場立地が大阪の中心
部でありカーペット敷きの洗練され
た展示会場、充実した会議室のおか

げで来場者様の反応も非常に良いものとなりました。
リチウムイオン電池の開発者である吉野彰様にご登壇いただいた基
調講演をはじめ、iPSテクノロジーを使った新しい創薬の世界につい
てお話しいただいた村山昇作様の講演、NASAより研究者をお招き
したシンポジウムなど併催イベントにも多くの方にご来場いただきま
した。（サイエンスエキスポ事務局）

最新の研究開発支援機器が大阪に集結
2016年12月6日（火）～8日（木）

2016年12月1日（木）～3日（土）

器楽合奏２０１７

かわいい園児たちによる器楽合奏の大会
2017年2月4日（土）

「介護甲子園」とは、「介護から日本を元気に！」をテーマに、介護業界
で働く人が最高に輝ける場を提供するイベントです。
第六回介護甲子園は、4,812のエントリー会員事業所の中から、勝ち
抜いた5事業所の介護スタッフが壇上で介護の取り組み発表を行い
ました。第六回介護甲子園最優秀賞は、北大阪れんげケアセンター
（大阪府）が受賞しました。優秀賞は、さわやか立花館（福岡県）、デイ
サービスどき2号館（香川県）、森の家みのり荘（福岡県）、ポラリスデ
イサービスセンター八尾老原（大阪府）が受賞しました。初開催にも
関わらず1,700人の観戦者が来場し、盛大に開催しました。
（一般社団法人日本介護協会  事務局  近藤 心也）

第六回介護甲子園

介護業界最大級のイベント・介護甲子園が
関西で初開催。大成功で閉幕しました！

2016年12月18日（日）

REPORT
開催されたプログラム
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　グランキューブ大阪のある５丁目のお隣、大阪市立科学
館や国立国際美術館がある中之島４丁目が、大きく動き出
そうとしている。
　2021年度の開館を目指し、国立国際美術館の北隣に建
設予定の大阪新美術館（仮称）は、公開プレゼンテーショ
ンを経て、いよいよその設計案が決まった。大阪市のホーム
ページには最終審査まで進んだ５者の提案が掲載されて
いるから、ぜひアクセスしていただきたい。いずれもユニー
クな存在感大の外観で、太陽光や河川水を用いた自然エネ
ルギーの導入や、水辺のロケーションが活かされた環境デ
ザインのアイデアは大変面白い。首を長くして進展を待って
いた月刊島民プレスとしては、これはもう今後の動きを含
め、密着するしかないと思っている。
　また、新美術館建設予定地の西隣に中之島センターを置
いている大阪大学が、大阪府・市と連携し、中之島４丁目
一帯を新たな知的発信拠点とする構想を打ち出した。その
名も「中之島アゴラ構想」。アゴラとは、古代ギリシャで市民
が集まった「広場」のこと。政治や経済、医学に文化、あら

ゆるテーマで人々が議論し合ったとされる場所だ。
　中之島４丁目が阪大の発祥の地であることは有名な話
で、その思い入れは計り知れない。それだけに、今後の展
開に期待せざるをえない。

　昭和６年（１９３１）に、大阪大学が大阪帝国大学として
中之島４丁目で創立されたときも、街の人々は新しい知の
集積地に興味津々だったはずだ。当時の大阪は「大大阪」
と呼ばれて日本最大の人口を誇り、その地で帝国大学を設
立するのが地元産業界の悲願だったからだ。
　ご存じのとおり創立当時は、現在大阪大学中之島セン
ターがある場所に医学部があり、大阪市立科学館がある場
所には理学部があった。その跡は科学館の北側にある「大
阪大学理学部跡地記念碑」で確認できるが、科学館の４階
にも理学部の功績を称える展示がある。それは中間子理論
を提唱して日本人初のノーベル賞を受賞し、今年生誕１１０
周年の湯川秀樹博士を紹介するもの。ノーベル賞の対象と
なったのは、湯川が大阪帝国大学理学部に在籍していた時

に考えられた論文なのだ。

　京都帝国大学の講師を務めていた
湯川が、大阪帝国大学で教鞭をとるよ
うになったのは昭和８年（１９３３）の
こと。大阪の科学史に詳しい学芸員の
嘉数次人さんは、「当時の大阪大学は
創立まもなく、とにかく新しい面白い
ことをやろうという気風でした」と話
す。「すでにあった東京や京都の帝国
大学とは異なった切り口で、古い学問
にとらわれずに研究する。そのために
理学部は新設され、最先端の研究機
器や新進気鋭の科学者が全国から集
められてきました。湯川秀樹もその一
人だったのでしょう」。

　期待を背負っていた湯川だったが、原子核の研究に取り
組んだ赴任当初はなかなか成果が出ず、彼をスカウトした
学部長からは厳しい言葉を浴びせられたという。プレッ
シャーに苛まれながら新しい粒子の存在を予言する論文を
発表するまでを、彼は自伝『旅人』の中で「昭和七年の秋か
ら九年の秋までは、私にとって最も苦しい二年間であった」
と書いている。
　一方で、「この二年間に、私は学究者としての大きな苦し
みと楽しみとを体験しただけではなかった。家庭の中に、
社会の中に生きてゆく人間としても、様々な新しい貴重な経
験をした」とも述べており、中之島で過ごした時間が湯川の
中で特別なものだったことは間違いない。

　嘉数さんによると、阪大が中之島に拠点を置く前、すで
に江戸時代後期の大坂では非常にハイレベルな科学研究
が行なわれていたのだそうだ。確かに、阪大の源流とされる
適塾は、幕末を代表する有名な蘭学塾。福沢諭吉や大村益

次郎らをはじめ、明治時代に活躍した逸材を輩出した。そ
の師である緒方洪庵が学んだのは、本業は医師ながらオラ
ンダの医学や物理学研究に没頭した中天游。さらにその師
は日本の電気学の元祖とも言われる橋本宗吉、またその師
は豪商と天文学者という２つの顔を持つ間重富、藩の御殿
医の立場を捨てて研究生活を送った麻田剛立…と、大坂の
学者を結ぶ「知のリレー」があった。

　しかも、彼らはみな町人出身の科学者たちだった。「大坂
はアマチュア中心で閉塞的な空気がなく、同士や師弟間で
知を分け与えていこうというオープンな気質だったことがわ
かっています。武士主導の江戸とは違い、人口の多さから
見ても、大坂は町人主導の町。役人に縛られすぎない懐の
深さに加え、町人たちには豊富な財力や商売で培った人脈
があり、学問の研究に役立つ要素がたくさん集まっていま
した」（嘉数さん）。
　当時、師匠に弟子入りする時は「誓紙」と呼ばれる誓いの
言葉を書いた書類を提出する必要があった。師の教えは、
同門の弟子や家族に他言しないと誓わされたのである。し
かし、先述した麻田剛立は、師弟関係を結ばずに全国各地
の天文学者たちと文通をしながら情報交換を行ったとい
う。このオープンさが、大坂の天文学の基礎を築いたカリス
マ的存在といわれる所以。そして、師を見て弟子は学び、開
放的な学びの場も受け継がれていったわけである。

　このように大坂における科学者の系譜をたどっていくと、
阪大が開こうとしているのが市民のための知的な「広場」
であるというのは、ある意味ではサイエンスシティとしての
大阪らしさと言えるのかもしれない。その場所には、湯川が
大阪にやってきた頃にあった、新しいこと・面白いことへの
探求心も受け継がれているはずだ。

ノーベル賞受賞の論文は、
中之島のキャンパスで誕生。

中之島の文化芸術エリアに、
新しい動きが。

中之島的
聖地巡礼

月刊島民がおくる

『月刊島民』
Vol.43　2012 2/1

科学者
中之島の人気フリーペーパーとのコラボ企画第8回

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』とは…

江戸時代から受け継がれる、
サイエンスシティの系譜。
文／江口由夏（月刊島民プレス）

30年以上にわたる構想段階から抜け出し、ようやく現在の空き地に中之島の新しいシンボルが生まれる。
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　グランキューブ大阪のある５丁目のお隣、大阪市立科学
館や国立国際美術館がある中之島４丁目が、大きく動き出
そうとしている。
　2021年度の開館を目指し、国立国際美術館の北隣に建
設予定の大阪新美術館（仮称）は、公開プレゼンテーショ
ンを経て、いよいよその設計案が決まった。大阪市のホーム
ページには最終審査まで進んだ５者の提案が掲載されて
いるから、ぜひアクセスしていただきたい。いずれもユニー
クな存在感大の外観で、太陽光や河川水を用いた自然エネ
ルギーの導入や、水辺のロケーションが活かされた環境デ
ザインのアイデアは大変面白い。首を長くして進展を待って
いた月刊島民プレスとしては、これはもう今後の動きを含
め、密着するしかないと思っている。
　また、新美術館建設予定地の西隣に中之島センターを置
いている大阪大学が、大阪府・市と連携し、中之島４丁目
一帯を新たな知的発信拠点とする構想を打ち出した。その
名も「中之島アゴラ構想」。アゴラとは、古代ギリシャで市民
が集まった「広場」のこと。政治や経済、医学に文化、あら

ゆるテーマで人々が議論し合ったとされる場所だ。
　中之島４丁目が阪大の発祥の地であることは有名な話
で、その思い入れは計り知れない。それだけに、今後の展
開に期待せざるをえない。

　昭和６年（１９３１）に、大阪大学が大阪帝国大学として
中之島４丁目で創立されたときも、街の人々は新しい知の
集積地に興味津々だったはずだ。当時の大阪は「大大阪」
と呼ばれて日本最大の人口を誇り、その地で帝国大学を設
立するのが地元産業界の悲願だったからだ。
　ご存じのとおり創立当時は、現在大阪大学中之島セン
ターがある場所に医学部があり、大阪市立科学館がある場
所には理学部があった。その跡は科学館の北側にある「大
阪大学理学部跡地記念碑」で確認できるが、科学館の４階
にも理学部の功績を称える展示がある。それは中間子理論
を提唱して日本人初のノーベル賞を受賞し、今年生誕１１０
周年の湯川秀樹博士を紹介するもの。ノーベル賞の対象と
なったのは、湯川が大阪帝国大学理学部に在籍していた時

に考えられた論文なのだ。

　京都帝国大学の講師を務めていた
湯川が、大阪帝国大学で教鞭をとるよ
うになったのは昭和８年（１９３３）の
こと。大阪の科学史に詳しい学芸員の
嘉数次人さんは、「当時の大阪大学は
創立まもなく、とにかく新しい面白い
ことをやろうという気風でした」と話
す。「すでにあった東京や京都の帝国
大学とは異なった切り口で、古い学問
にとらわれずに研究する。そのために
理学部は新設され、最先端の研究機
器や新進気鋭の科学者が全国から集
められてきました。湯川秀樹もその一
人だったのでしょう」。

　期待を背負っていた湯川だったが、原子核の研究に取り
組んだ赴任当初はなかなか成果が出ず、彼をスカウトした
学部長からは厳しい言葉を浴びせられたという。プレッ
シャーに苛まれながら新しい粒子の存在を予言する論文を
発表するまでを、彼は自伝『旅人』の中で「昭和七年の秋か
ら九年の秋までは、私にとって最も苦しい二年間であった」
と書いている。
　一方で、「この二年間に、私は学究者としての大きな苦し
みと楽しみとを体験しただけではなかった。家庭の中に、
社会の中に生きてゆく人間としても、様々な新しい貴重な経
験をした」とも述べており、中之島で過ごした時間が湯川の
中で特別なものだったことは間違いない。

　嘉数さんによると、阪大が中之島に拠点を置く前、すで
に江戸時代後期の大坂では非常にハイレベルな科学研究
が行なわれていたのだそうだ。確かに、阪大の源流とされる
適塾は、幕末を代表する有名な蘭学塾。福沢諭吉や大村益

次郎らをはじめ、明治時代に活躍した逸材を輩出した。そ
の師である緒方洪庵が学んだのは、本業は医師ながらオラ
ンダの医学や物理学研究に没頭した中天游。さらにその師
は日本の電気学の元祖とも言われる橋本宗吉、またその師
は豪商と天文学者という２つの顔を持つ間重富、藩の御殿
医の立場を捨てて研究生活を送った麻田剛立…と、大坂の
学者を結ぶ「知のリレー」があった。

　しかも、彼らはみな町人出身の科学者たちだった。「大坂
はアマチュア中心で閉塞的な空気がなく、同士や師弟間で
知を分け与えていこうというオープンな気質だったことがわ
かっています。武士主導の江戸とは違い、人口の多さから
見ても、大坂は町人主導の町。役人に縛られすぎない懐の
深さに加え、町人たちには豊富な財力や商売で培った人脈
があり、学問の研究に役立つ要素がたくさん集まっていま
した」（嘉数さん）。
　当時、師匠に弟子入りする時は「誓紙」と呼ばれる誓いの
言葉を書いた書類を提出する必要があった。師の教えは、
同門の弟子や家族に他言しないと誓わされたのである。し
かし、先述した麻田剛立は、師弟関係を結ばずに全国各地
の天文学者たちと文通をしながら情報交換を行ったとい
う。このオープンさが、大坂の天文学の基礎を築いたカリス
マ的存在といわれる所以。そして、師を見て弟子は学び、開
放的な学びの場も受け継がれていったわけである。

　このように大坂における科学者の系譜をたどっていくと、
阪大が開こうとしているのが市民のための知的な「広場」
であるというのは、ある意味ではサイエンスシティとしての
大阪らしさと言えるのかもしれない。その場所には、湯川が
大阪にやってきた頃にあった、新しいこと・面白いことへの
探求心も受け継がれているはずだ。

大坂町人科学者の
知のリレーは現代へ。

阪大理学部の屋上にて、湯川秀樹（後列左端）と同僚たち。
写真提供／京都大学基礎物理学研究所 湯川記念室史料室

大阪市立科学館の常設展示を案内してくださった学芸員の嘉数次人さん。湯川博士直筆
の手紙も紹介されている。

科学館北側にある、「大阪大学理
学部跡地記念碑」。理学部同窓
会によって、平成元年（1989）に
建立された。

麻田剛立が弟子たちと研究した天文書『暦象考成後編』。幕府
が手こずった難解な書物をマスターし、一目置かれる存在に。

市立科学館に展示されている「象限儀」は、麻田の弟子・間重
富が設計した天文観測機器。天体の地平線からの角度を測る。

『天文学者たちの江戸時代
 ─暦・宇宙観の大転換』
（嘉数次人／780円＋税／ちくま新書）

昨年、嘉数さんは長年研究してきた江戸時代の天文学史
をまとめた本を上梓。日本オリジナルの暦を作った渋川春
海、徳川吉宗と「天文方」という機関の役人たち、観測機
器の精度を上げた質屋生まれの間重富…。彼らの生涯
やその功績を通して、天文学の歴史がわかるようになって
いる。書店にて発売中。
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直接音

直接音

残響音

残響音

グランキューブ情報局
Osaka 
International 
Convention 
Center 
Information

特別会議場のスピーカーが
グレードアップしました！

7階・8階の会議室の机を刷新！

施設
情報

　この度、７階・８階で使用していただく会議机をリニューアルいたしました。採用しまし
たのは、コクヨ製会議机「エピファイ」。グッドデザイン賞を受賞した、流れるような曲線
美が映えるデザインに、安全性と使いやすさも兼ね備えています。
　お客様にとって使いやすい机とは、テーブル下の空間設計が考慮された、十分な下肢
空間を確保してある机ではないかと考えます。その点、最大10㎜もの高さ調節ができる
アジャスター機能がついているので非常に快適。凸凹のある床にも安定して設置できる
ほか、テーブルの高さを上げて、一部の車椅子をご利用のお客様にも無理なくお使いい
ただけるものになっています。

　天井部のドーム形状が印象的な12階の特別会議
場では、一部のお客様より「残響が多くて音が聞こ
えにくい」との声がありました。そこで今回、JBL社
製「Intellivoxスピーカーシステム」を国内MICE
施設で初めて設置しました。残響の多い中でも、
狙った場所に音を届けることが可能。耳に直接届く音を最大化すると同時に、壁・天井等への音の放射を抑
えて不要な残響音を抑制し、クリアなアナウンスを実現するシステムです。
　また、複数のスピーカーを配置して会場全体をカバーする従来の方法とは異なり、スピーカー間の音の干渉
を抑えることにも成功。さらに近距離から遠距離までの広範囲に渡って音圧を均一にできるため、必要以上
に音量を大きくする必要もありません。広 と々した特別会議場の隅々にまで、均一な音質・音圧が届くので、
各種イベントにさらなる利便性が生まれます。

直
接
音
を
増
や
し
残
響
音
を
減
ら
す
こ
と
で
、

ク
リ
ア
な
サ
ウ
ン
ド
を
お
届
け
し
ま
す
。

音圧分布の比較。複数の天井埋込用スピーカー（左）はムラが
出ますが、1本のIntellivox（右）は均一な音圧です。



耳よりインフォメーション

ワンストップサービス提携企業紹介 スムーズに業務を進められるよう窓口を一本化する
「ワンストップサービス」。提携企業紹介の声をご紹介します。

フラワーデザイナー
大阪国際会議場担当

吉岡　正晃 氏

リーガロイヤル
ホテル内　

フローリスト　
三芳園
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イベントを彩る装花は
おまかせください
　グランキューブ大阪で開かれるイベントの際に、舞台やテーブル
を飾る装花や、出演者に渡す花束などを担当しています。格調高い
式典では上品に、カジュアルなパーティーでは華やかに…と、造る
装花のテーマは内容に合わせて様々です。常に気をつけていること
は、遠くから見ても映えるようなはっきりした原色系の花を使うこと。
グランキューブ大阪は会場が広いので、花そのものや花を活ける壷
も、主張が強い大ぶりのものを使いますね。それだけで雰囲気が
一変するのです。
　三芳園は、創業100年以上になる業界のパイオニア。1990年
に行われた「大阪花博」でメインゲートをはじめ園内の植栽を手
がけました。御堂筋のイチョウ並木も私どもの仕事です。そんな
伝統が培った熟練の技術と感性が、大きな強みだといえるで
しょう。例えば、入学式・卒業式など季節にはまだ早い桜を調達
し、完全な温度管理によって当日に咲かせたことも…。驚きと感
動を空間に添える装花に、これからもこだわっていきたいと思っ
ています。

思わず目を奪われる名画の前で、美術館のようなひとときを
　グランキューブ大阪には、ひときわ目を引く名画がそこかしこに飾られているのをご存知ですか？今回は、12階特別会議場前ホワイエ西側の
「Relation 9606（関係　9606）」と、10階の「From the Andean Cosmos （アンデスの宇宙より）」をご紹介します。雄大なスケールの作品の前で、しば
し時を忘れて思いを馳せるのもいいかもしれません。

作者の母国・ペルーの伝統や宇宙発生の物
語をテーマにした作品と言われています。

作品名

200×750（㎝）

10階

※2017年4月よりワンストップサービス提携開始予定です。

From the Andean Cosmos
［アンデスの宇宙より］

作　者

ルイス・アリアス＝ベラ
ARIS=VERA, Luisｚ

見る位置によって姿を変える自然への共感
を、韓国紙を使って現代的に表現しています。

作品名

221×558（㎝）

12階

Relation 9606
［関係　9606］

作　者

ハン・ヨン・ソブ
ＨＡＮ，Young-Sup

4月
スタート
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様々な歴史の舞台となった中之島。現在も残る遺跡を辿り、
往時を偲んでみませんか？

歴史とグルメを堪能できる、
中之島へようこそ！

ナカノシマ

めぐる

　平安時代、熊野詣と四天王寺の上陸地
点として賑わっていた場所。八軒家という名
前は江戸時代、付近に8軒の船宿があった
ことが由来で、当時は京都と大坂を結ぶ淀
川水運の要衝として繁栄したそうです。

八軒家船着場跡

■DATA
住所／大阪市中央区天満橋京町2-10 永田屋昆布店前
※見学自由

　天保8年に窮民救済のため乱を起こした
大塩平八郎が自決した場所。乱は半日で
制圧され失敗に終わりました。脱出した大
塩と養子の格之助は靭油掛街の美吉屋に
身を寄せましたが、幕府方に包囲され自爆
したそう。

大塩平八郎終焉の地

■DATA　住所／大阪市西区靭本町1-18-12
※見学自由

　曽根崎川は元禄初期に河村瑞賢の手で
改修されました。後に堂島新地や曽根崎新
地がひらかれ、茶屋が並び賑わったそうで
す。しかし明治42年の北の大火後に上流
部、大正13年に下流部が埋め立てられ、姿
を消しました。

曽根崎川跡

■DATA　住所／大阪市北区曽根崎新地1-5-29　
※見学自由

　幕府直轄の大坂では町奉行所が警察・
司法・行政の任を担っていました。東西両
奉行所は大阪城京橋口門の外にありました
が、火災にあったことで西町奉行所は移
転、その跡地に石碑がつくられました。

西町奉行所跡

■DATA　住所／大阪市中央区本町橋2 マイドームおおさか前
※見学自由

　大村益次郎が緒方洪庵の適塾に通っ
ていた時の住まいの跡地。医学や蘭学の
知識が豊富な大村は、適塾に入って１年
で塾頭となりました。また西洋兵学にも明
るく、近代陸軍兵制の確立にも尽力した
そうです。

大村益次郎寓地

■DATA　住所／大阪市西区江戸堀2-6
※見学自由

　三代将軍、徳川家光より地子銀（固定資
産税）を永代免除されたことに感謝して人々
が、この地に釣鐘を建てました。明治時代に
撤去されましたが、地元有志の努力で昭和
60年に現在の場所へ戻されました。

釣鐘屋敷跡

■DATA
住所／大阪市中央
区釣鐘町2-2-11　
※見学自由

中之島

渡辺橋
大江橋

天満橋

大阪天満宮南森町北新地
福島

新福島

なにわ橋
淀屋橋

肥後橋 北浜

地
下
鉄
堺
筋
線

地
下
鉄
御
堂
筋
線

地
下
鉄
四
つ
橋
筋
線

地
下
鉄
谷
町
線

京阪
中之
島線

JR東西線

JR大
阪環
状線

京阪本線
中之島公園

南天満公園

靱公園

下福島
公園

大阪
天満宮

八軒家船着場跡

釣鐘屋敷跡

西町奉行所跡

大塩平八郎終焉の地

大村益次郎萬地
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　東京の「自由が丘ベイクショップ」でペストリーシェフ
をまかされていた女性店主が営む、昨年12月にオープ
ンしたばかりの焼菓子とコーヒーのお店です。伝統的
な焼菓子の製法をベースにしたクッキー、パイ、キッシュ
など常時15～20種類の多彩な商品がそろいます。
上品で甘さひかえめなお菓子に仕上がっているので、
年齢性別問わずお土産にもおすすめです。

pony pony hungry 毎日食べたい、大人の焼き菓子。

おみやげにいかが ?

■DATA　住所／大阪市西区江戸堀2-3-9  
☎06-7505-6915
営業時間／12：00～19：00  休／水曜 
アクセス／京阪中之島線「中之島駅」より徒歩10分 

■DATA
住所／大阪市北区中之島5-3-60 中
之島BANKS  CENTER -A   ☎
06-6443-3375  営業時間／11:30
～22:00（L.O. 21:30）、日曜日11：
30～20：00（L.O. 19:30）  休／月
曜  アクセス／京阪中之島線「中之島
駅」より徒歩1分

新しく中之島にできたお店や川辺の食事スポットをご紹介。
心地よい春の風を感じながら、ランチやディナーを楽しみましょう。たべる

　本場メニューを味わえ
るアメリカンダイナーが
オープンしました。国産
100％ビーフとあめ色玉ね
ぎが絶妙にマッチしたハ
ンバーガーは、食べごた
え満点！お子様からシニア
までやみつきです。テラス
席はワンちゃんも同伴
OK。お出かけや散歩の
途中など、くつろぎの空間
で一息つきたい時にもオ
ススメです。

CAFE&DINER FLOWERS 中之島BANKS店

●メニュー／ベーコンチーズバーガー1,460円（税抜） ●メニュー／牛煮込み580円、生湯葉いくらジュレ480円、日本酒90ml590円・150ml950円均一

がぶりとかじれば大満足、
本格ハンバーガー。

■DATA　住所／大阪市西区土
佐堀2-1 -2  西村ビル1F   ☎
06-6225-0007   営業時間／10：
00～17：00、日曜12：00～16：
00※平日のみランチタイム11：00
～15：00あり   休／月一回日曜不
定休   アクセス／地下鉄四つ橋線
「肥後橋駅」より徒歩8分 

●メニュー／サンドウィッチ800円
（ランチタイムは＋200円でスープ・デ
ザート・コーヒー付）

■DATA　住所／大阪市西区江戸堀1-23-20 ラ
イフデザイン江戸堀1F  ☎06-6147-4477  ランチ
11：30～14：30（L.O.14：00）※要予約で宴会夜
営業可能   休／日曜  アクセス／地下鉄四つ橋線
「肥後橋駅」より徒歩3分

　土佐堀川にかかる常安橋のたもとで営
業。一部販売も行うアンティークに囲まれた店
内の窓からは川辺の雰囲気を感じられる界
隈でも貴重な一軒です。ケーキ教室を開くほ
どの腕をもつ女性店主自家製のケーキやサ
ンドイッチとともに、リラックスしたティータイムを。

カルチェラタン
　提供の速さと量の良さが売りのうどん店ですが、お味のほうも国産
小麦100％の自家製麺や、イリコなどを存分に利かせたダシでつくりこ
だわり満点。名物はカレーだしとかき玉餡で2層仕立てにした一杯。
予約制でうどん食べ放題の鶏鍋を用意した夜の宴会も対応します。

うどん居酒屋 江戸堀

●メニュー／鶏卵カレーうどん910円（小ご飯付）
にんにく肉うどん850円（土曜限定）

プラムラムコーンミールケーキ378円
抹茶と黒豆のパイ410円
ビターブラウニー356円

ぽんしゅや 三徳六味

■DATA　住所／大阪市福島区福島1-6-11  ☎06-6136-8236※予約不可  営業時間／18：00～翌
2：00、日曜祝日16：00～23：00  休／無休※臨時休業あり 
アクセス／阪神線「福島駅」より徒歩2分、JR大阪環状線「福島駅」より徒歩5分 

　西梅田の懐石料理店「禅園」プロデュース。全国から仕入れる地
酒と和食の職人による一品が立ち飲みでカジュアルに楽しめます。こ
れからの時期は春野菜や貝類を使ったアテが登場するなど季節の味
にも気を遣います。長屋を改装した和モダン空間も居心地よし。

美酒と懐石の味を、
立ち飲みで気軽に。

居心地抜群！
川辺のティーサロン。

２層仕立ての
個性派カレーうどん。



〈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

●編集･発行/株式会社大阪国際会議場   ●発行日/2017年3月9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

ご近所　 スポット紹介

1904年の開館以来愛され続ける大
阪府立中之島図書館が、2016年4月
にリニューアル工事を終え生まれ変わ
りました。外壁の軒廻り及び樋の補
習工事によって、ネオ・バロック様式
の美しい外観を修復。重要文化財と
しての魅力が一層際立ちました。ま
た、お洒落なカフェの併設や、手芸や
アロマのワークショップ、さらにお子
様向けの読み聞かせイベントなども
随時開催。女性や若年層など新たな
利用者も増えつつあります。ビジネス
書や古文書の利用というこれまでの
目的だけでなく、建物の雰囲気を楽
しみながら気軽に訪れるのも一興。
ぜひ一度、ご来館してみてはいかが
ですか？

中之島図書館が
リニューアル
オープン。

■DATA  住所／大阪市北区中之島1-12-10 中
之島図書館2F  ☎／06-6203-0474（代表）  アク
セス／地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」、京
阪中之島線「大江橋駅」「なにわ橋駅」より約4分。
http://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/
https://www.nakanoshima-library.jp/
（インフォメーションサイト）

大阪府が誇る重要文化財

色とりどりの美しさが好評を得ている、1階喫
煙所の花のプランター。この度、冬の花へと植
え替えられました。都会の中心でも季節を感じ
られる花々は、ホッと一息つける喫煙のひとと
きをさらに和らげてくれます。その可憐な姿に、
きっとあなたも癒されますよ。

喫煙所のプランターに冬の花がお目見えしました。

西日本初のスモーブロー
専門店が中之島図書館に！
smorrebrod KITCHEN
nakanoshima
スモーブローとは、北欧の郷土料理であるオープ
ンサンド。その西日本初となる専門店が中之島図
書館に登場しました。旬の野菜や魚介、ロースト
ビーフがふんだんに載ったスモーブロー
は、ヘルシーなうえに目にも
鮮やか！季節のパフェも
話題で特に女性に
人気です。歴史
的建造物の
中でごゆっく
り、贅沢な
時間と味わ
いを感じて
みてはいか
がですか？

■DATA  ☎／06-6222-8719  営業時間／9:00～
21:00（L.O. 20:30）

本日のベジタブル
スモーブロー
（スープ、サラダ、セットドリンク付）
1,510円（税込）

スモーブロー キッチン ナカノシマ


