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阪をもっと知ろう！

グランキューブ大

12階「特別会議場」の
多彩な魅力と可能性。

他では探せない、格調高いラグジュアリーな空間。
12階の「特別会議場」は、その名の通りスペシャルな会議場。通常の会
議室とは全く違う、ワンランク上の空間となっています。まず第一に、その
品格あふれる雰囲気が格別。会場全体は円卓会議になぞらえた円形、ドー
ム型の高い天井には美しい日本画が描かれ、壁は重厚な木目調…世界の
VIPを迎えるにふさわしいスペースだといえるでしょう。
さらに最上階だけあって眺めも抜群。会議が終わって会場からホワイエへ
出ると、目の前に美しい夕暮れや夜景が広がるというドラマチックな演出も
可能です。大阪の街を一望するホワイエで行うアフターコンベンションの
パーティは、わざわざ会場を移動することもなく、お客様に喜ばれています。

8カ国語対応の翻訳ブース。

機能と利便性が、主催者様のニーズにお応えする。
空間の美しさや雰囲気ばかりではなく、特別会議 場の魅力はハイグ
レードな設備にもあります。例えば、国際 会議のために8ヵ国同時通訳
ができるブース 。大 型映 像スクリーンと1万2 千ルーメンのプロジェク
ター。また最近スピーカーをグレードアップし、クリアで均一な音響を実
現しました。
さらに広い控え室が無料で使用できたり、ホテル並の受付カウンター
やクロークが設けられていたり…。機能と利便 性を備えたスペースは、
会議やシンポジウムだけでなく多彩な可能性に満ちています。
控え室は1室まで無料で使用できる。
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（写真左）最大天井高16.8ｍの開放感あふれるドーム天井。円形の会議場は中央に舞台を設置した
り、
自由なレイアウトが可能。
（ 上）12階のホワイエから見える大阪の風景。
夕暮れ時は格別です。※表
紙写真をご覧ください。
（ 右上）広々としたホワイエでは催事と合わせてアフターパーティも。
リーガロイ
ヤルホテルのケータリングが好評。
（ 右下）ホテルのフロントのような受付スペース。奥にはクロークも
完備されている。

会議だけでなく、無限に広がる会場の活用方法。
お客様を招いた講演会や展示会をここで行えば最上の

可能です。
「特別会議場」という名前から「ちょっと敷居が

おもてなしとなりますし、商品発表会ならばイメージアッ

高いのでは」と思われがちなこの会場ですが、円形の自在

プにつながります。企業のキックオフイベントでは社員の

な空間を生かして様々なレイアウトを工夫することで、実

モチベーションがぐっと上がるでしょう。抜群の音響や映

はどんなイベントにも対応が可能。ぜひ、次の催事を企画

像設備を生かし、ファッションショーや映画の試写会も

される際には会場候補としてご検討ください。

シンポジウムや講演会などに利用するとワンランク上の印象に。控え室
があったり、人と会わない導線確保ができるので文化人や著名人の起用
も安心です。
企業のキックオフイベントに使えば、従業員のモチベーションもアップ。
お客様とのミーティングも、普通の会議室を使うよりも「おもてなし感」
が。朝食やランチミーティングのケータリングもできます。

商品の記者発表会も事例があります。ブランドイメージのアップにつな
がったと好評。控え室があるのでタレントの起用もしやすいでしょう。
中央にランウェイを設置できる構造なのでファッションショーや入学式・
卒業式のイベントも。
高感度のプロジェクターが設置されているので、映画のマスコミ向け試
写会はいかがですか。ドーム型の白い天井を生かしたプロジェクション
マッピングも面白いでしょう。

クラ シックコンサートが 行 わ れ まし
た ︒出 席 者 の 皆 さ んは 格 調 高い 空
間 の 中 で 音 楽 を 堪 能 されたよう
です ︒

残響音が少ないスピーカーの導入で、小規模のコンサートや演劇も可能
に。ピアノを入れることもできます。

企 業の創 立 記 念 式 典 を 行い︑従 業 員
の 方々の 士 気 を 高 めました ︒セレモ
ニー後にホワイエで 行 われた 懇 親 会
も大 好 評でした︒

例えば、
こんな使い方が！
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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。

PICK UP

グランキューブ大阪の

10月以降のプログラム
第65回日本心臓病学会学術集会

第45回日本救急医学会総会・学術集会

2017年9月29日（金）〜10月1日（日）

2017年10月24日（火）〜26日（木）

臨床心臓病学のジェネラリティと
スペシャリティを追求する
本学術集会では心臓病診
療の基本に立ち返り、ベッ
ドサイドの診 察 技 術を含
めた診断法の全般的教育
から高度に専門性が必要
な領 域にいたるまでの連
続的な診療レベルにおい
て、ジェネラリティが必 要
な 領 域とレベルを見直し
て、併せてスペシャリティ
が必要な領域の基盤部分
を明らかにしたいと思って
います。また、心臓病学会
の重要なミッションである
臨 床 教 育のセッションも
豊富にそろえて、医療面接
や身 体 所見の取り方など
の 基 本 的な研 修から、画
像診断、侵襲的診断・治療手技、集中治療をはじめとして循環器専門
医が体得するべき事項を様々なプログラムで研修してもらいたいと
思っています。
（第65回日本心臓病学会学術集会 会長 近畿大学医学部循環器内科教授
/大阪府済生会冨田林病院院長 宮崎 俊一）

WJOG 大阪市民公開講座
2017年11月12日（日）

がん治療の最前線
〜免疫治療はがんを制圧することができるのか？〜
がんの免疫治療が大きく進歩していることはご存知ですか？がん免
疫治療が進行肺がんなどの治療に革命をもたらしています。がん免疫
治療の基礎から実臨床、および最新の研究成果を我が国のエキス
パートから解かり易くまとめてお伝えします。そして、これらの成果の
受益者である患者目線で明日からのがん治療について考えてみたい
と思います。
１ がん免疫治療（抗PD -1抗体）の
基礎（里内 美弥子先生：兵庫県
立がんセンター 呼吸器内科）
２ 肺がん 肺がん治療におけるがん
免疫療法の位置づけ（山本 信之
先生：和歌山県立医科大学付属
病院 呼吸器内科・腫瘍内科）
３ 胃がん 胃がん治療におけるがん
免 疫 療 法 の 位 置 づけ（ 室 圭 先
生：愛知県がんセンター中央病院
薬物療法部／外来化学療法セン
ター）
４ 患者ががん治療に期待すること 司会 辛坊治郎氏
（久 光 重貴氏：湘 南ベルマーレ （キャスター・大阪綜合研究所代表）
フットサルクラブ・肺がん医療向
上委員会広報大使）
（認定NPO法人
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西日本がん研究機構（WJOG））

Love EM!〜救急への想い〜

このたび、2017年10月24日（火）〜26日（木）の3日間にわたり、
リーガロイヤルホテル大阪、大阪 国際 会 議 場において第 4 5回日
本 救急医学会総会・学 術集会を開 催させていただくことになりま
した。
テーマを「Love EM（Emergency Medicine）！〜救急への想い
〜」とさせていただきました。これは救急を志す医師が持つ、救急
患者、救急医療、救急医学に込める様々な想い（熱い想い、秘めた
想い）を再確認し、これからの時代に向けて救急医学・医療をどの
ように展開することができるか
を皆さんと一緒に考え、若い医
師 達とも共 有 する企 画です 。
本 学 会 総会・学 術 集会自体も
規模が大きくなり、最近では参
加 者 が 5 , 0 0 0 名を 超 えるに
至っております。将来の救急医
療を担う初期研 修医や医学部
学 生にも魅 力あるプログラム
を数多く提示します。
多くの皆様のご参加を心よりお
待ち申し上げております。
（第4 5回日本 救急医学 会総会・学
術集会 会長 大阪大学大学院医
学系 研究科 救急医学 教 授／大
阪大学医学部附属病院 高度救命
救急センター長 嶋津 岳士）

松山千春コンサート・ツアー2017
「愛が全て」
2017年12月4日（月）〜5日（火）

精力的に活動を続ける松山千春のコンサート・ツアー
1977年1月に「旅立ち／初
恋」でデビュー。多くのヒッ
ト曲を持ち、今年 4 0 周年
を迎えてもなお日本を代表
するフォークシンガーの松
山千春。円熟味を増した伸
びやかな歌 声と絶 妙で歯
に衣 着せぬトークが 魅力
の一つ。これまで毎年全国
ツアーを実施するなど精力
的なライブ活動を行い、長
きにわたりファンの期待に
全力で応えてきた。エネル
ギッシュで力強くまた優し
く温かい 歌 声でファンの
心 に 語りかけてくれるは
ず。ぜひご来場頂き、今な
お絶大な人気を誇る松山
千 春の感 動のステージを
体感してください。
（ 株 式 会 社 サウンドクリエー
ター 制作 平田 ゆみこ）

学会・イベント

2017年の夏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34回 箕面自由学園高等学校 芸術祭
2017年6月1日（木）

生徒たちの歌と演技が花開く

芸 術 祭は全 学 年のクラス対 抗の合唱と、クラブ活動の芸 術的活
動の披露の場として、毎年開催している行事です。特にクラスで取
り組む合唱は、毎年多くのドラマを生み出します。今年は3年生13
クラス、校内予選を勝ち抜いた1、2年生の15クラスがステージに
立ちました。走る緊張感、スポットライト、指揮者の合図。会場全体
に華やかな歌声が響き渡ります。合唱の後はチアリーディング部、
吹奏 楽部、ダンス部、有志の生徒が登場。日頃の練習の成果が発
揮された珠玉のステージには、観る者を圧倒し感動させる「力」が
ありました。生徒の成長が感じられる芸術祭は、今年も大きな感動
とともに幕を閉じました。
（箕面自由学園高等学校 教諭 佐薙 昌大）

第59回日本小児神経学会学術集会
2017年6月15日（木）〜17日（土）

〜医療・福祉・教育のはざまで〜
すべての子どもに輝きを
6月15日（木）〜17日（土）
に第59回日本小児神経学
会学術集会を開催し、市民
公開講座を含め2,740名と
過 去 最 多の参加者で盛会
のうちに終えることができ
ました。
会長講演では、ダウン症者
の 小児期は合 併 症に対 す
る診 療、青年 期・成人期に
は 急 激 退 行 やアルツハイ
マー 病 態に対 する診 療 の
必 要性があり、ダウン症者
をライフスパンを通して支
援していく必要性について発信し、その翌日には内容に沿った市民
公開講座を終日開催しました。海外からは6名の先生にご講演いた
だき学会の国際化も充実させました。
教室で取り組んできたダウン症診療、発達障害・学習障害をテーマに
したプログラムを多く盛り込み、コメディカルの学会参加が多かった
ことや『小児神経診療に関わる人に広く共通するテーマを取り上げて
もらってよかった』など、うれしい反響を多くいただきました。

第32回日本脊髄外科学会
第8回ASIA SPINE
2017年6月8日（木）〜10日（土）

脊椎脊髄外科の国際学術会議：将来への分業と融合
第32回日本脊髄外科学会およ
び第8回ASIA SPINEを合同
で開 催させていただきました。
国内学会と国際学会との合同
開催となり、海外からを含めて
8 0 0 名以上の多くの方にご参
加いただきました。学会前後に
は脊椎ハンズオン研修、教育セ
ミナーおよび 市民公開講座を
併設させていただき、盛況のう
ちに終えることができました。
今 回 の 合 同 開 催 で は 、学 会
テーマを「 将 来 への 分業と融
合」(Division and Integration
for the Future)といたしまし
た。医療の専門 化は特 定の狭
い領域でより高い医療技術を提供できる機会を生み出しましたが、
一方では医療の偏在の一因になっています。この相反する課題を脊
椎脊髄外科領域でどのように解決すべきかについて、国内事情とア
ジア各国の国際視点から学術的に議論を深めていただきました。
（第32回日本脊髄外科学会・第8回ASIA SPINE 会長 大阪市立大学大学院
医学研究科脳神経外科 教授 大畑 建治）

DAIKO ADVANCE STAGE 2017
in OSAKA
2017年7月26日（水）〜28日（金）

照明器具専業メーカー大光電機新製品発表会
昨 年 に引き 続き 今 年も当 社 照 明 器 具 新 製 品 発 表 会「 D A I K O
ADVANCE STAGE2017 in大阪」を3日間開催させていただきま
した。
「あなたが手がける空間に最適な照明とは？」をテーマに最新のＬＥ
Ｄ新製品の展示をはじめ、
「 LANDSCAPE LIGHTING ZERO」と
題した高品質・高機能屋外照明シミュレーション、
「 家元劇場２」と
題した寸劇形式の住宅照明シミュレーションなど、展示方法に工夫
を凝らしハード、ソフト両面で充実した楽しんで頂ける展示会を目指
しました。
また初日には建築家・内藤廣氏の講演会も開催し、3日間でおよそ
5000名のお客様にご来場いただき好評を博しました。
（大光電機株式会社 関西ハウジング営業部 副部長 森 洋介）

（第59回日本小児神経学会学術集会 会長 大阪医科大学小児科 教授
玉井 浩）

4

る
月刊島民がおく

中之島的
聖地巡礼

第10回

建築

中之島の
人気フリ
ー
とのコラ ペーパー
ボ企画

『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。

文／江口由夏（月刊島民プレス）

1

2

3

『月刊島民』
Vol.9 9 2016 10/1
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「生きた建築」
が物語る大阪と建築家の関係。

5
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「やわらかな建築」
と評される村野藤吾の作品は、
その細部にも注目。輸出繊維会館の階段の上で。 中之島フェスティバルタワーのような現代建築も参加するイケフェス。最新の免震
技術を知ることができる。 屋上も公開された大阪ガスビルからは、御堂筋を南北に見渡せる。 毎年人気で長蛇の列ができる、堺筋に面した生駒ビルヂングの見学会。 北浜の名パ
ティスリー
［五感］
が入る新井ビルは、
かつて銀行だった。 大阪大空襲で焼失せずに残った
「奇跡の町家」
こと、北野家住宅では、
コンサートが行われたことも。

大阪の 建 築が主役になる
「イケフェス」という試 み。
近年、島民プレスにとって、いや大
阪人にとっておなじみになってきたお
祭りがある。イケフェスこと「生きた建
築ミュージアムフェスティバル大阪」
だ。2013年に実験的に始まった事業
で、普段は入ることができない市内の
歴史的建造物やオフィスビルを２日間
にわたって見学できる。見るだけでな
く、ガイドツアーやコンサートを実施
したり、特別なパンフレットを配布し
たりと、建物サイドのサービス精神も
昨年は全国各地
梅田スカイビル●1993年竣 大阪のお祭りらしい。
工 。空 中 庭 園 展 望 台が国 内
や海外から人が集まり、
約37,000人が
外の人々に大 人 気の観 光ス
ポット。
参加した人気ぶりである。
建築が主役のイベントは、日本では珍しいかもしれない。
しかし1992年にロンドンで開かれた「オープンハウスロンド
ン」を皮切りに、こういった取り組みは世界中に広がっている
そうだ。2008年には「世界を代表する20の建築物」として、
あのイギリスのタイムズ紙が梅田スカイビルを取り上げてい
た。有名な外国人向け旅行ガイドにも紹介されたことで、梅
田スカイビルには連日外国人観光客が押し寄せている。もち
ろんイケフェスでも、この場所は大人気だ。
今 年のイケフェスは、10月28日（土）
・29日（日）に開催さ
れる。公開スポットに共通するのは「生きた建築」であること。
イケフェスの公式ホームページの言葉を借りるなら、
「歴史的
5

な近代建築から現代建築まで、大阪の歴史や文化、市民の暮
らしぶりといった都市の営みの証であり、様々な形で変化・
発展しながら、今も生き生きとその魅力を物語る建築物」の
こと。だから参加した人々は、訪れた建築の素晴らしい意匠
だけでなく、大阪という街の歴史そのものを体感できる。そ
うすれば、建築のまた違った顔が見えてくる。それが、このイ
ベントの醍醐味でもある。
建築を使って大阪の歴史をひもとくというなら、やはり中之
島や船場は外せないことから、月刊島民でも、毎年あらゆる
角度からイケフェスに関連して大阪の建築をご紹介してきた。
昨年は、明治時代後半から戦前にかけての大阪の近代建築
史を取り上げてみた。同時に見えてくる、建築家たちの系譜が
面白い。

日本人 建 築 家の誕 生は、
明 治時 代 後半だった。
現代では職業として当たり前に認知されている建築家だ
が、明治維新を迎えた頃は、まだ職業にすらなっていなかっ
た。とはいえ、明治維新を経て急速に欧米化していく日本で
政府が急いだのは、近代的な欧米の街並みに見劣りしないよ
う、華やかな西洋建築をつくること。日本の棟梁大工たちは、
見よう見まねで様式建築をつくるほかなかったという。
混乱する建築界をリードしたのは、新政府が欧米から招い
たお雇い外国人たちだった。彼らは大都市の主要な施設の設
計にあたったほか、工部大学校（現在の東京大学工学部）で
教官を務めた。そこから輩出された第一世代が、日本銀行大
阪支店（1903年）を手がけた辰野金吾だ。当時の姿を残す正

面玄関から見てみると、東京の本店と同じ御影石を用いた堅
実で厳かな雰囲気。しかし辰野と言えば、赤い煉瓦と白い花
崗岩の帯が特徴的な大阪市中央公会堂（1918年）のようなス
タイルを好んだから、日銀は国家プロジェクトとして張り切っ
ていたのだろうか。

大阪倶楽部●1924年竣工。安井武雄が
本格的に建築家デビューをした倶楽部建
築作品。

日本銀行大阪支店●1903年竣
工。堅実的な御影石のたたずまい
と、屋根のドームが特徴的。

中 央 電 気 倶 楽 部 ● 1 9 3 0 年 竣 工 。大 阪
出身の建 築 家・葛 野 壮 一 郎による倶 楽
部建築。

大阪市中央公会堂●1918年竣工。建築コンペで
1等を獲った岡田信一郎案を辰野が実施設計。

彼が弟子の片岡安と大阪に事務所を開くのは、明治38年
（1905）のことだ。辰野とともに日本銀行大阪支店、大阪市中
央公会堂設計に携わった片岡は、關一市長とともに都市計
画事業を進め、晩年は大阪商工会議所の会頭を務めるなど、
大阪とは縁が深い。

大阪の 都 市景 観をつくった、
大いなる建 築 家たちの 仕事。
辰野の功績は、帝大で次世代を
育成しただけでなく、財閥や民間
の建設業社に教え子を送り、まだ
まだ不安定だった建築業を確立さ
せたことだ。辰野が顧問として入っ
た住友臨時建築部（現在の日建設
計）もその一つで、大阪 府立中之
大阪府立中之島図書館●1904年
島図書館（1904年）を設計したこと
竣工。増築を繰り返し、閉ざされてい
た正面玄関が54年ぶりに開いた。
で知られる。指揮をとった野口孫市
は辰野の教え子だったので、プレッシャーも相当だっただろ
う。なにしろ、ほぼ向かいにある辰野が手がけた日本銀行大
阪支店の景観を損なってはいけないし、図書館を寄贈する住
友家の期待にも応えなければいけなかった。欧米都市の模
倣をしたがった明治新政府とは違い、大阪の大財閥は衰退し
てしまった商都大阪の復権を望んでいたのだ。
美しい図書館がある中之島の景観は評判になり、全国的
に百貨店や銀行、オフィスビルがぞくぞくと立ち並ぶ建築ブー
ムの先駆けとなった。業界人が集まる倶楽部建築は意匠もこ
だわりを持ってデザインされ、大阪倶楽部（1924年・安井武
雄設計）や中央電気倶楽部（1930年・葛野壮一郎設計）は、
ぜひイケフェスで間近で眺めてほしい建築群だ。
辰野の教え子には、綿業会館（1931年）を設計した渡邊節
もいる。遊び人のような気質と、金をかけるところとかけない
ところを線引きした合理性は船場商人と相性が良かったらし
く、大正５年（1916）に大阪で事務所を開いてからオフィスビ
ルを多く手がけていた。ちょうど大阪は「大大阪時代」を迎
えようとしていたところであり、経済の上昇機運も渡邊の成長
に寄与した。よく知られるのは大阪ビルディング本店（現在の
ダイビル本館）
。視察した欧米での体験を設計に盛り込み、
「堂島川に浮かぶ客船のようだ」とうたわれた。

綿業会館●1931年竣工。糸偏の問屋（繊
維業）
が多い船場らしい重要文化財。
ダイビル本館●1925年竣工。2013年に保
存・再生工事を行い、
かつての面影も色濃い。

このように民間へと活躍の場が広がった第二世代の頃は、
彼らの使命も大きく変わってきた。建築家たちはその街の景
観や歴史、住んでいる人々に影響を受け、咀嚼して得たヒント
をデザインに落としこむようになった。

近 代〜現代 建 築まで。
続きは 現 地でのお楽しみ。
ここまで中之島界隈にある
建築を挙げながら書いてきた
が、今 年のプログラムはなん
と100以上。同時多発的に行
われるため、
「誰も全容は知る
ことはできない」イベントだ
が、それゆえに楽しみ方も十人
十 色。パンフレットを購入し
大阪万
て、当日の巡礼コースを妄想し 大阪国際会議場●2000年竣工。
博や梅田のカプセルホテル、国立民族学
博物館といった同建築家の作品と土佐堀
てみよう。
川沿いの巨大なハコは、
どのような共通点
満を持して、今年は大阪国 があるだろう。
際会議場も加わる。巨匠・黒川紀章がどのような思いをこめ
て建てたのか、ぜひ社員の方に教えてもらおう。
そう、イケフェスの特権は、実際に建物を使っている人々に
ガイドしてもらえること。そして中の人たちもまた、自分たちが
日々使っている場所の価値を見つめ直すことができる稀有な
機会なのだ。
10月28日（土）
・29日（日）開催！

生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2017
今年は参加する施設が76箇所、
プログラムは全109件。
そ
の内容も、建物内部の公開を基本に、
ツアーや展示、
ワーク
ショップなどさまざま。参加条件には事前の申込みが必要なも
のもあるので、公式HP（https://ikenchiku.jp）
や、9月下旬か
ら書店やAmazonで販売されている公式ガイドブック
（56ペー
ジ・300円＋税）
を要チェック。
また、
「 大阪セレクション」
に選ばれた50件を迫
力あるカラー写真や関係者のコラムで魅せるオ
フィシャルブック
『生きた建築 大阪』
（ 192ページ
＋MAP・1,600円＋税・１４０B発行）
で予習する
もよし！

※紹介スポットは裏表紙のマップをご覧ください。 6

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！
ユニークで味わいのある建物に入っている食事スポットをご紹介。
建築物を見ながらランチやディナーを楽しみませんか？

たべる
ラ・ストラーダ

THE STRIPE CAFE by TORABAN

レトロビルの
隠れ家風イタリアン︒

ABC朝日放送のお膝元で、同局の
「虎バン主義。」
をイメージした、
堂 島川を望むカフェが誕 生 。
メニューは遊び 心がいっぱい。
「ガ
オォーーーーサーロインステーキ丼」
やティラミスではない
「トラミス」
な
ど、舌が肥えた阪神タイガースファンも大満足！

いま一番大阪的（？）な
個性派カフェ。

メニュー／パスタランチ1,000円、食後のドリンク250円
自家製デザート300円

■DATA
住所／大阪市福島区福島3-1-39 メリヤス
会館 1F ☎06-4256-6616 営業時間
／ランチ11：45〜14：30 ディナー 18:00
〜21:30 休／日曜 アクセス／京阪中之
島線「中之島駅」
より徒歩3分

堂島大橋北詰に戦前からあるメリヤス会館には、
そのレトロな雰囲
気に惹かれ個性的なギャラリーやカフェが入居。
こちらのレストランで
は、一手間加えた野菜たっぷりの前菜にスープ、秋なら旬のポルチー
ニを使ったパスタなどがいただけます。

中之島 喫茶 Pine

メニュー／ガオォーーーーサーロインステーキ丼1280円、
トラミス680円、MACHO聡（カフェオレ）
750円

■DATA 住所／大阪市福島区福島1-1-20 ☎06-6453-9371 営業時間／11:00〜22:00
（土日
祝〜20:00） 休／不定休 アクセス／京阪中之島線
「中之島駅」
より徒歩７分、
阪神本線
「福島駅」
より
徒歩5分

リストランテ サリーレ

年以上続く老舗喫茶店が
リニューアル︒

ステンドグラスのランプシェードや温かい色合いのタイルが出迎えて
くれる老舗喫茶店。
ゆっくり時が流れる空間で、
ジュウジュウと鉄板に
載ってやってくるハンバーグを召し上がれ。
なんと大粒のレーズンが決
め手。食後には、
中之島新名物のカステラを。

とっておきに使いたい
元銀行のレストラン。

50

メニュー／ランチコース2,800円〜、
ディナーコース8,800円〜

■DATA 住所／大阪
市北区中之島5-3-100
☎06-6445-1424 営
業時間／8：00〜17：00
休／日曜・祝日・土曜不定
休 アクセス／京阪中之
島線「中之島駅」
より徒歩
５分

メニュー／手ごねあつあつハンバーグステーキランチ850円、中之島カステイラ450円

大正時代にできた銀行が改
築され、現在はレストランに。土佐
堀川を眼下に優雅にいただける
のは、盛り付けの美しさも味わい
深いコース料理。
「イタリア料理は
良い素材を活かすのに最適」
と
語るシェフの目利きが光る、新鮮
な野菜や魚介類が楽しめます。
■DATA 住所／大阪市西区土佐堀1-6-18 ☎06-6443-3600 営業時間／ランチ11:30〜
15:00 ディナー17:30〜23:00 休／月曜 アクセス／地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」
より徒歩7分、
京阪中之島線「中之島駅」
より徒歩8分

おみやげにいかが ?

Munekawa

革職人のアトリエで、デキる大人の身支度を

川の近くに憧れていたというオーナーが、2015年７
月に土佐堀通でアトリエをオープン。
あえて工房部分を
ガラス張りにするという大胆さは、上質な革を扱う技術
に自信があるから。鞄に財布、名刺入れにマウスパッド
まで、オフィスに欠かせないアイテムを取り揃えていま
す。使えば使うほど味が出る革の良さを、直接スタッフ
に尋ねてみてください。
■DATA 住所／大阪市西区江戸堀1-24-12 TAT江戸堀ビル1F
☎06-6448-5020 営業時間／11:00〜19:30 休／水曜
アクセス／地下鉄四つ橋線
「肥後橋駅」
より徒歩5分
パスケース9,180円、名刺入れ19,440円、封筒型長財布39,960円
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めぐる

今号のテーマである“生きた建築フェスティバル”にちなんで、
中之島エリアのレトロ建築物をご紹介！

菅澤眼科
クリニック

昭和初期に流行した
アール・デコの意匠が目
を引く
「 菅 澤 眼 科クリ
ニック」。扉上部のアー
チと窓は美しいステンド
ガラスで、室 内には幻
想的な光が差し込みま
す。現在、
クリニックは閉
業中ですが、1階にはイ
タリアンレストランが。
■DATA
住所／
大阪市西区土佐堀2-3-5

メ リ ヤ ス

莫大小会館
川を 挟 ん でグラン
キューブの向かい側に
あるモダンな建 築 物 。
1929年に宗兵蔵により
建てられ、建築当初は
名 前の通りメリヤス製
品を取り扱っていまし
た。現 在はギャラリー
やカフェなどが入って
います。
■DATA
住所／
大阪市福島区福島3-1-39

水晶橋

ダコタハウス

昭和4年に堂島川可
動堰として建設。流速
調整機能で水質改善
に寄与する一方、歩行
者のための人道橋とし
ても使われていました。
名実ともに橋となったの
は、老朽化に伴う改装
整備が行われた1982
年のこと。今は堂島川
を渡る人々の生活を支
えています。

「ダコタハウス」
はネオ
ロマネスク様式のビル
で、近代建築の顔とし
ても知られています。
シ
ンメトリーを崩した左右
非対称のファサードと、
互い違いのひさしが建
物に変化をもたせてい
ます。2000年には登録
有形文化財にも指定。
■DATA
住所／
大阪市西区江戸堀1-23-30

■DATA
住所／
大阪市北区西天満2 〜
中之島1

山内ビル

船町ビル

土佐堀沿いに建つ、
スパニッシュ風のタイル
貼りの壁と半円アーチ
窓 が モダンな 建 物 。
元々は法律特許事務
所として建設されました
が、現在は飲食店など
の店舗が入ったテナン
トビルに。2000年に登録
有形文化財に指定され
ています。

高層ビルの谷間に建
つ小さなテナントビル。
建物自体はコンパクトサ
イズですが、正面の三
階 部 分 にある２連 の
アーチ窓と槍のような装
飾がアクセントとなり、存
在感があります。柔らか
い円弧状になっている
玄関が訪れる人間を優
しく迎えてくれるよう。

■DATA
住所／
大阪市西区土佐堀1-1-5

■DATA
住所／
大阪市西区江戸堀1-15-23

※紹介スポットは裏表紙のマップをご覧ください。 8
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ガイドツアーのご紹介

施設 「イケフェス2017」にてガイドツアーを開催！
生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2017（通称：イケフェス2017）の一環として、グランキューブ大阪では10月28日（土）
紹介
にガイドツアーを開催します。普段は入れない内部まで見られる貴重なチャンス！誌上でもその一部をご紹介します。
企画室 課長

松尾 浩伸

外観

ガイドツアーは開業以来、初の試みで
す。
グランキューブ大阪は、設計者である
故・黒川紀章氏の
「共生の思想」
がいたる
ところに感じられる建物。例えば、1階のプラ
ザはあまり壁を設けず開放的ですが、
これも建
物の外と中とを共存させた、共生の思想による空
間づくりの表れなのです。
そういった細部までお客
様に触れていただけるこの機会に、ぜひグラン
キューブ大阪を知っていただけたら幸いです。

会議室やメインホー
ルなど、異なる機能を
縦に積み上げた構造
が 独 特の重 厚な外
観を生み出していま
す。日本の伝 統 色・
赤が印象的に使われ
ています。

屋上庭園

ヘリポート

ホワイエから一 望で
きる屋上庭園のテー
マは、茶 道と野 点 。
シャープな水と柱に
よるデザインは、淀川
の葦をイメージしたも
のだそう。

屋上の風を感じられ
て迫力満点！一般の
方が足を踏み入れる
機会のほぼないヘリ
ポートで、都心のパノ
ラマを贅沢に体感し
てください。

イベント
ホール

メカニカル
ウェハー

面 積 2 , 6 0 0㎡の
広々としたレイアウト
フリーの無柱空間で
すから、各種イベント
にも柔 軟に対 応 可
能。可動間仕切りで
分割して多目的に使
えます。

階層に挟まれている
のは、冷却塔や空調
機などを配置したメカ
ニカルウェハー。機能
を反映させたデザイ
ンはグランキューブな
らではです。

他にも独特の意匠がいたるところに…ぜひご覧ください。

12階 廊下天井

乱数表を用いた自由な配列の照明
で、星空のような輝きを。
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エレベーター

バーコードのアイデアを用いた扉が
スタイリッシュです。

VIP室ほか

扉の取手は、紀の川の流れをモチー
フにしたデザイン。

10階

会議室

折り紙を模した壁面や天井が和の
雰囲気を思わせます。

施設情報

８階 会 議 室の内 装 壁 及びドアの
塗 装 工 事を行いました
8階には49㎡〜 67㎡（天井高3.0m）の6室の会議室がありますが、
このたび全室の内装壁及びドアの塗装工事を行い、内装を刷新。
小規模の会議や面接試験会場として、また、大規模会議の事務局
控室としてもご利用いただけます。ぜひ綺麗になった8階会議室をご
利用ください。

あみだ池筋側に名板を設置しました
徒歩やお車でご来場いただく方に、当会議場の西側の通り（あみだ
池筋側）から見て、ここが大阪府立国際会議場かどうか分からないと
いったご意見をいただいておりました。
このたび当会議場の西側にあみだ池筋に向けて、
「大阪府立国際会
議場（グランキューブ大阪）」という名板を設置しました。名板が建物
のデザインと合っていると、社内からは好評です。

耳よりインフォメーション

12階のホワイエで名画鑑賞はいかが？
12階特別会議場前のホワイエに飾られているこちらの絵画は、
170×295cmの大スケール。ブラジルの画家、サルビオ・ダーレ
が描いた1995年の作品です。芸術の秋、広々とした空間でアー
トに触れ、時間を忘れて心のままに思いをはせてみても良いか
もしれませんね。
作品名

［受胎告知 No.5］
Annunciation-Number 5
170×295（㎝）

作

者

サルビオ・ダーレ
DARÉ，Salvio

グランキューブより
徒歩３分！
●食事はボリューム満点
●大型駐車場完備
●全自動洗濯機乾燥機設置
●ミーティングルームあり

ホテルＮＣＢ

〒530-6691 大阪市北区中之島6-2-27

電車で…地下鉄中央線・千日前線
阿波座駅⑨番出口7分
京阪中之島線
中之島駅②番出口3分
お車で…阪神高速神戸線
「中之島西IC」
出口スグ
阪神高速環状線
「土佐堀IC」
から約5分

ご予約のお問合せは

TEL:06-6443-2255 http://www.hotel-ncb.co.jp/
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阪急
梅田

5〜6ページ掲載スポット
7ページ掲載スポット

梅田スカイビル

8ページ掲載スポット
下
地

JR

大

鉄

谷

町

線

阪

梅田（阪神本線）

東梅田

西梅田
北新地

JR 東西線

福島（JR環状線）

大阪市中央公会堂
福島（阪神本線）

旧川崎貯蓄銀行
福島出張所

THE STRIPE CAFE
by TORABAN

新福島

渡辺橋

水晶橋
大江橋

日本銀行大阪支店

あみだ池筋

ダイビル本館

京

之
阪中

ラ・ストラーダ

下福島公園

中央電気倶楽部

島

線

喫茶パイン

中之島

莫大小（メリヤス）会館

リーガロイヤルホテル

中之島公園

淀屋橋

山内ビル

なにわ橋
京阪本 線

大阪倶楽部

船町ビル
リストランテ サリーレ

肥後橋

大阪府立
中之島図書館

ダコタハウスビル
Munekawa

地下
鉄

靱公園

花乃井公園

千日
前線

地下鉄四つ橋線

菅澤眼科
クリニック

地下鉄御堂筋線

日本基督教団
大阪教会

綿業会館
靱公園

地下鉄中央線

阿波座

〈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

OSAKA INTERNATIONAL CONVENTION CENTER CORP.

御堂筋

四つ橋筋

なにわ筋

川口基督教会

本町

〈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

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

●編集･発行/株式会社大阪国際会議場 ●発行日/2017年9月25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。

