
Vol.22  2018  Spring

（ ）

Osaka International Convention Center
グランキューブ便り

［特  集］OICC SPECIAL

施設もサービスも

進化を続けるグランキューブ大阪。



OICC SPECIAL
グランキューブ大阪をもっと知ろう！

お客様満足度の向上のために、
施設やサービスの
グレードアップを行ってきました。

2000年の開業から18年目。長きにわたって大
阪のMICE誘致を支えてきたグランキューブ大
阪ですが、同時に、施設やサービスの絶え間な
い改善を行ってきました。お客様のニーズに応
えたり、時代と共に機器の性能をグレード
アップしたり、新しいアイデアを取り入れて利
便性を向上させたり…。いつも進化している。
つねに向上を目指している。そんなグラン
キューブ大阪の、近年における主な取り組みを
ご紹介します。
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必要以上に音を大きくすることなく、隅々まで均一にクリ
アな音を届けられ聞き取りやすくなりました。

より美しく、鮮明に
お客様に情報をお届け。11

映像・音響

特別会議場ＪＢＬスピーカー設置

会場照明を暗くすることなく、鮮明な映像をご覧いただける高品質プロジェクター
をメインホールに設置。

国内初の31,000メールン超高輝度プロジェクター導入！！

高精細プロジェクターの良さを最大限
にいかすため、アナログ回線からデジ
タル回線に改装しました。

デジタル配線工事実施

更新したことで混線やノ
イズの恐れが軽減、お
客様に安心してマイクを
お使いいただけます。

会議室1001～3、
イベントホールの
ワイヤレスマイク
システム更新

以前に比べスクリーンの生地が細やか
になったため、映像をより美しく投影で
きるようになりました。

3Ｆ・10Ｆ可搬式スクリーン

会議や式典、イベントを成功させたい…
お客様の思いを形にする
サービスや設備。

会議や式典、イベントを成功させたい…
お客様の思いを形にする
サービスや設備。

Panasonic PT-RZ31KJ
WUXGAリアル対応

ビデオプロジェクター（Ｈ-Ⅱ）
メインホール固定式31,000lm
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より快適に施設を
ご利用いただけるように。22

建物

従来よりも使いやすく施設をグレードアップ。44
施設の新しい
取組み

来場者様に安心して
施設をご利用いただける工夫。55

安全・安心の
取組み

お客様にいつまでも愛される
美しい会議場に。

接触不良などが起こりやすい磁気
カードから、かざして開閉するタイプ
のキーに変更。ストレスが軽減されま
した。

磁気カードキーから
非接触タイプの
カードキーに更改

モニター・ディスプレイを更改

司会者台、演台、花台を更改

経年劣化していたカーペットを新調
し、お客様に心地よい空間を提供でき
るようになりました。

レストラングラントック、
会議室1202等の床
カーペット張替え

従来の蛍光灯型ダウンライトからLED
型ダウンライトに切り替え、照度不足を
解消すると共に省エネルギーも実現。

8階通路ＬＥＤ化工事
全室の内装壁およびドアの塗装工事
を実施。美しくなった会議室は、面接会
場などにご利用いただいています。

8階会議室の壁面塗装

少し急勾配になっている2階席の座席
の一部に、掴みやすい手摺をつけるこ
とで転倒を防止します。

メインホール2階席手摺設置
震度3.5以上の予報が出た場合、気象庁
より防災センターと事務所に連絡が入
り、職員が素早くお客様を誘導します。

緊急地震速報 お客様の憩いの場である屋上庭園
を美しく保つため、12階にある白い
柱を中心にクリーンアップします。

屋上庭園の美創
来場者様に気持ち良く会議場をご利
用いただきたい…という思いからカー
ペットを新調することになりました。

メインホールのカーペット

備品で催しや会議の
クオリティを高める。33

備品

備え付けられているタッチ式のライトは角度の調整が
でき、メイク直しに便利。最大3名様までご利用可能。

地下１階に女性向けパウダールーム設置
気分転換や会議の前の腹ごしらえに。菓子パンもある
ので、ランチを食べそびれた時にも便利です。

地下１階にスナックの自販機設置

発表や演奏を間近に控
え、今すぐに資料や楽
譜をコピーしたい方の
ニーズに応えるため設
置しました。

メインホールに
コピー機設置

2018年度の更なる取組み

KOWA KSM0601HM2
6入力：HDMI TYPE A×2入力、DVI-I×2
入力、D-Sub 15pin×2入力

マルチスキャンスイッチャー

Panasonic TH-55LF80J
6入力：HDMI TYPE A×2入力、ビデオ×1入力、DVI-D×1入力、
D-Sub 15pin×2入力

55㌅フルハイビジョン液晶ディスプレイ
（床置き専用）

エーディテクノ LCD1046
HDMI、DVI-D、D-Sub、　15pin

10.4㌅液晶モニター

司会者台（小会議室） 演台（小会議室） 花台(小会議室用）
W550×D550×H750W900×D480×H1035W650×D480×H1035
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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。

業務用酒類食品卸売業として、関西の飲
食業界の活性化を目的とする総合展示会
「食王（ショッキング）」を開催し今年で15
回目を迎えます。１９０社以上にも上る出
展企業様のご協力のもと、3,000名の飲
食店関係者様にお越しいただき、「繁盛店

になるためのヒント」や「トレンド」などをご紹介し、ご来場くださった
飲食店様にも大変ご好評いただいています。また、10階セミナー会場
ではテーマに合った講師の方をお呼びし講演を行っています。飲食店
の方は入場無料となっておりますので、ぜひ一度ご来場ください！
※飲食店及び関係者以外の方は入場不可となります。
※お申し込みは弊社HPにてご案内します。（登録制）
（株式会社名畑  食王運営事務局  営業推進部  外食支え隊  隊長  関 智和）

食王（ショッキング）2018

飲食店様向けトータルサポートフェア
2018年4月24日（火）

2016年に産声を上げた第1回目、さらにスケールを増した2017年に
続き、待望の第3回目の公演が決定しました。100名を優に超える出
演者を本場ハワイから迎え、ハワイのエンターテイナーのみで作り上
げる至福のパフォーマンスをお約束します。ハワイ好きの方はもちろ
ん、全ての人に自信をもってお届けするハワイエンターテインメントの
極み、この機会に是非ともご来場下さい！
（株式会社ヤスダインターナショナル）

Hō’ike Lanakila 2018

本場ハワイの至福のエンターテインメント
2018年6月5日（火）

第54回日本肝臓学会総会

肝臓学の変革に挑む ―新天地への船出―
2018年6月14日（木）・15日（金）

平成30年6月14日(木)、 15日
(金)の2日間、大阪国際会議
場、リーガロイヤルNCBで開催
します。
HCVに対する抗ウイルス剤の出
現によりC型肝炎はほぼ根治で
きる時代となり、肝臓病の臨床
は大きな変革期を迎えています。
この新しい潮流を的確にとらえ、
新知見の創生の場とするため
に、今回の学会には多くのコンセ
プトを編み込みました。
まず、我が国における肝疾患の
成因の移り変わりと現状を把握
するために、主題に「肝硬変の成

因別実態」を取り上げました。次に、肝臓学を幅広く鳥瞰し、すべての
学会員にご参加いただく場を目指して多くの企画を用意しました。ま
た、研究の国際比較の場を設け、日本の独自性を確認するために、
Pinzani教授やSarrazin教授などの海外の第一人者を招待し、討議に
参加いただく予定です。
このように斬新な企画を用意しておりますので、多くの先生方にご参
加いただきたいと存じます。
（第54回日本肝臓学会総会  会長  兵庫医科大学  内科学  肝胆膵科  主任
教授  西口 修平）

日本区域麻酔学会第5回学術集会

区域麻酔の源流から大海へ
2018年4月13日（金）・14日（土）

本学会は麻酔科医を中心に
年々会員数を伸ばし、学術集
会の参加人数は800人を超え
ます。今年のテーマは「区域麻
酔の源流から大海へ」としまし
た。本学会による区域麻酔認
定医・指導医制度の設立を前
に、区域麻酔法のスタンダー
ドを築くため、今までの叡智
を結集して、さらなる発展・普
及に向けて議論を深めること
を目指しています。今回、オー
ストリアからは超音波解剖学
で高名なBernha rd Moriggl
先生、フランスから産科麻酔

に造詣の深いDan Benhamou先生をお招きして講演していた
だきます。もちろんシンポジウム、教育講演、Pros & Cons、一
般演題と数多くの発表、さらにハンズオンワークショップと、理
論と技術を高めるための、有意義な情報交換の場になると確信
しております。
（日本区域麻酔学会  第5回学術集会  大会長  大阪市立大学大学院  医学研
究科  麻酔科学講座  教授  西川 精宣）

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
2017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。

ミスタータイガース・掛布雅之ＳＥＡ
新春球談 vol.３

現役時代は「ミスタータイガース」として
活躍し、多くのタイガースファンを魅了し
た掛布雅之氏。
2年間のファーム監督を経て、今年から
はＳＥＡ（オーナー付きシニアエグゼク
ティブアドバイザー）に。
そんな掛布ＳＥＡならではの視点で、
2018年の阪神タイガースの戦力分析
や期待の若虎たちについて語っていた
だきました。
軽妙洒脱な掛布ＳＥＡのトークは阪神
タイガース、選手、そして野球への愛に
あふれ、聴く人を引き込みます。
笑いあり門外不出の裏話ありの１時間
半のトークショーはあっという間に終演
となり、「もっと長時間やってほしい」と
いう声が数多く寄せられたほど。
今後も継続して開催していく予定です。
（Ｓｍｉｌｅ  代表  土井 麻由実）

ミスタータイガース・掛布雅之氏が語る
2018年・阪神タイガース

2018年1月8日（月）

公開講演会「大豆のはたらきin大阪」

大豆のおいしさと健康をテーマとする公開講演会
2017年11月6日（月）

公益財団法人不二たん白質研究振興財団は公開講演会「大豆の
はたらきin 大阪」をグランキューブ大阪特別会議場にて開催させ
て頂きました。今回は通算20回目の講演会となり、大阪大学下村
教授の運営により4つの話題、大豆たん白の新たな素材とその健
康機能（河田先生）、最近の食の国際化と大豆を含む日本食のあ
り方（尾藤先生）、歯の健康の大切さと大豆の機能性（久保庭先
生）、および生活習慣病と大豆食品摂取の重要性（磯先生）につい
てご講演を頂きました。会場が満杯となるほど多数の方々にご来
場を頂き、各講演を熱心に聴講して頂きました。また、会場前ホワ
イエで大豆・大豆たん白関連食品や当財団資料の展示にも足をお
運び頂き、盛況のうちに会を終えることができました。
（公益財団法人不二たん白質研究振興財団  事務局長  高松 清治）

第38回動物臨床医学会年次大会

動物臨床医学会年次大会は臨床獣医学に関する学術の研究とそ
の振興、併せて獣医療技術の向上のための教育と知識の普及及
び、動物愛護思想の啓発普及を図ることを目的として、全館利用し
て毎年11月に開催しております。各種セミナー、口頭発表、ポスター
セッションに加えて企業展示を併設し、3日間、例年5,000人規模
の学会になっております。第3回目から会場を大阪に移し、昨年38
回を迎えました。市民公開講座も開催しており、毎年その年の話題
提供の場となっております。今回は動物愛護活動を続けておられる
滝川クリステル氏をお招きし、猛禽類医学研究所の齋藤慶輔先生
とのトークショー「共に、生きる。～犬猫と、野生動物と～」をテーマ
で開催しました。また今回は初めての試みで、朝日新聞社の協力で
「sippo 写真展“みんなイヌみんなネコ”」も開催し多くの市民の方に
ご来場いただきました。これからも日々進歩する獣医界の新しい情報
提供の場として開催いたします。
（公益財団法人 動物臨床医学研究所  理事長  山根 義久）

多くの獣医師をはじめ獣医療関係者及び市民が参加
2017年11月17日（金）～19日（日）

大ホール　市民公開講座の様子 企業展示場内の様子

いのち輝く未来社会の
デザインシンポジウムinおおさか

本シンポジウムは、大阪・関西が誘致をめざす2025年万博のテーマ「い
のち輝く未来社会のデザイン」を大阪・関西から実現し、世界に広めて
いくきっかけとなることを目的に開催しました。主催者挨拶の後、山中
伸弥京都大学iPS細胞研究所所長・教授から、「いのち輝く未来社会の
世界的意義と大阪・関西のポテンシャル」をテーマにご講演をいただき
ました。その後、山中伸弥氏のコーディネーターのもと、吉本興業株式
会社の西川きよし氏、国際電気通信基礎技術研究所所長の萩田紀博
氏、奈良県立医科大学理事長・学長の細井裕司氏、ミズノ株式会社代
表取締役社長の水野明人氏、WAKAZO．ONLINEプロジェクトの村上
愛瑠氏の5名にパネリストとしてご登壇いただき、「いのち輝く未来社
会のデザインに向けた展望」をテーマに、笑い、AI・ロボット、地域医療、
スポーツ産業、若者の活躍等幅広い観点から、議論しました。
（大阪府  政策企画部  企画室  計画課  富永 達也）

“誰もが生き生きと暮らせる
健康で豊かな社会”について考える。

2018年1月18日（木）

REPORT
開催されたプログラム
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　2018年3月に最終回を迎えた、NHKの朝の連続テレビ
小説『わろてんか』。ヒロインのモデルは、100年にわたり大
阪の笑いをつくりあげた吉本興業の創業者・吉本せい。興
味を持って調べた視聴者の中には、設定に首をかしげる人
もいると思う。たとえばドラマの中の彼女は京都の老舗薬
種問屋のお嬢様だが、実際は兵庫県の米穀商の娘で、とて
も裕福な生活ではなかった。
　だが、その夫の寄席好きが高じて、夫婦そろって寄席経
営に身を投じることになったの
は事実だ。また、若くして夫を亡
くした後も周囲と協力し、女社
長として関西演芸界を盛り立て
ていった功績も、本当にあった
出来事だ。
　吉本せいは、大阪生まれの作
家・山崎豊子も『花のれん』で
ヒロインのモデルにしている。
出自は山崎豊子が得意とする船
場になるといった脚色はある
が、たくましい女興行師の物語
は書き甲斐があったのではない

か。初代桂春團治やエンタツ・アチャコといったせいとゆか
りのある芸人も実名そのまま登場し、戦前戦後の関西演芸
史としても読みごたえがあるのでオススメしたい。

　今でこそ、吉本興業の本拠地は難波と知られているが、そ
の始まりは大阪天満宮の裏門近くにあった小さな寄席小屋
だった。吉本吉兵衛・せい夫婦は明治45年（1912）にこの「第
二文藝館」を買い取り、寄席経営に身を投じることになる。
　当時の大阪天満宮の境内にはたくさんの見世物があり、
門から一歩外に出ても寄席小屋がひしめき合い、たいそうに
ぎやかだった。それを示すのが、明治20年（1887）に発行さ
れた「摂州大阪天満宮御社内之図」である。よくよく見ると、
境内は参詣客と大道芸人たちが入り乱れている。覗きからく
りに居合い抜きにものまね…。明治10年（1877）生まれの二
代目旭堂南陵は、子どもの頃は毎日のように境内で遊び、大
道芸人らを眺めたという。
　裏門付近も見応えがあり、軒先に的がさがる弓場や講談
師がいる小屋を発見。細かく見れば見るほど、楽しめる資料
だ。月刊島民の特集でも、大阪天満宮文化研究所の髙島幸
次先生に尋ねたことがある。「ミナミの繁華街がハレなら、
大阪天満宮の境内はケです」。つまり、新調した着物でかし
こまって参詣するのではなく、普段着と突っ掛けでひょいと
足を運べる、人々の生活に密着した空間だったのだ。
　そういえば本町にある御霊神社は、明治17年（1884）に文
楽の始祖と言われる初代植村文楽軒が、人形浄瑠璃を興行
する劇場をつくって「御霊文楽座」を旗上げした地だ。もとも
と船場商人の社交や商談の場だった境内は、夜店や常設小

屋も増えていっそう華やかになったという。神社は、芸能の
発展を支える重要拠点でもあったのだ。
　大阪天満宮境内は、昭和の頃までこのような雰囲気だっ
たというから、吉本夫婦が天神さんのにぎわいに目をつけ
たのは自然なことだった。当時、裏門界隈には8軒の寄席
があり、「天満八軒」と呼ばれていて、彼らのものになった
寄席小屋もそのひとつ。落語だけでなく、漫才や曲芸といっ
たいわゆる「色物」をふんだんに盛り込んだ番組編成は当
時珍しく、次第に人気になっていく。その後、「天満花月」
に改称したのをきっかけに、各地にあった小屋はすべて「◯
◯花月」という名で統一された。そう、「なんばグランド花
月」にもその名が残っている。

　残念ながら、現在の裏門付近にはかつて天満花月があっ
た痕跡はなく、駐車場があるだけだ。だが、その向かいに
はとても立派な寄席が2006年にオープンした。ご存じ、「天
満天神繁昌亭」である。
　ドラマの視聴者なら覚えているかもしれない。当初は「寄
席の花形は落語や！」となっていたはずが、時代が移り変
わり、漫才が台頭していく。さらにヒロインに降りかかった
悲劇が描かれていたとおり、第二次世界大戦の戦禍で大阪
にあった多くの寄席が焼失してしまった。上方演芸界に詳
しいライターの日高美恵さんによれば、落語界を支えていた
大御所の相次ぐ死去も重なり、「上方落語は滅んだ」とまで

言われた時代があったらしい。
　そんな中、のちに「上方四天王」と呼ばれることになる六
代目笑福亭松鶴、三代目桂米朝、三代目桂春團治、五代目
桂文枝の４人が手を組み、上方落語の復興に向けて尽力し
た。まずは一年中落語が聞ける定席が必要になった。彼ら
の熱い思いが形になり、昭和47年（1972）に大阪・ミナミの
島之内教会で「島之内寄席」がスタートした。とはいえ、決
まった場所での継続はまだ難しかった。
　ところが、大阪天満宮から無償で敷地が提供されること
になり、建築費用２億４千万円が個人や企業からの寄付で
集まったことで、戦後60年ぶりに定席が復活することになっ
た。場内に吊るされた1500個もの提灯には、寄付をした人々
の名前が記されている。
　天満天神繁昌亭の基本となるのは、伝統的な寄席スタイ
ルの昼席。午後1時に開演し、落語が五席と色物が一席、
仲入り休憩を挟んで再び色物が一席と落語が三席という構
成だ。合計10組による3時間超の舞台が楽しめる。
　一方で、夜席は落語家が主催する独演会や、さまざまな
テーマの落語会が中心に。人気どころは、宝塚歌劇ファンの
落語家が、落語と一緒に本拠地の定番公演を演じる「はなし
か宝塚ファンクラブ」や、音曲漫才を披露する「姉様キング
ス」。ほかには、鉄道好きの落語家が鉄道ネタを入れた落語
を披露したり、特定の都道府県にゆかりある落語家が集まっ
た会も。昼席では絶対に聴けない企画に足を運び、うっかり
ハマってしまった人も多数いるらしい。大阪国際会議場から
は、JR東西線の新福島駅から大阪天満宮駅まで2駅。この絶
妙な近さなら、ふと落語を聞いて帰りたくなっても大丈夫だ。
　最近では、なんと朝席や深夜席も始まっている。一年中
一日中人通りが絶えない天神さんの裏門は、吉本せいが呼
び込みをしていた頃と変わらないにぎわいだろうか。

中之島的
聖地巡礼

月刊島民がおくる

『月刊島民』
Vol.98　2016 9/1

お笑い
中之島の人気フリーペーパーとのコラボ企画第12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…

文／江口由夏（月刊島民プレス）

関西演芸界を築いた、
女興行師・吉本せい。

すべての始まりは、
大阪天満宮の裏手だった。

吉本せいが目をつけた、
笑いが絶えない天神さんの裏。

大正～昭和時代に撮影された大阪天満宮の様子。名所として絵ハガキにもなった。境
内には屋台が並び、着物姿の子どももたくさん。（大阪市立中央図書館蔵）

山崎豊子が毎日新聞社在籍中に
執筆し、第39回直木賞を受賞した
『花のれん』（新潮文庫）。船場の商
家に嫁いだ多加が、急死した道楽
者の夫に代わり、寄席を大きくして
いく物語だ。
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　2018年3月に最終回を迎えた、NHKの朝の連続テレビ
小説『わろてんか』。ヒロインのモデルは、100年にわたり大
阪の笑いをつくりあげた吉本興業の創業者・吉本せい。興
味を持って調べた視聴者の中には、設定に首をかしげる人
もいると思う。たとえばドラマの中の彼女は京都の老舗薬
種問屋のお嬢様だが、実際は兵庫県の米穀商の娘で、とて
も裕福な生活ではなかった。
　だが、その夫の寄席好きが高じて、夫婦そろって寄席経
営に身を投じることになったの
は事実だ。また、若くして夫を亡
くした後も周囲と協力し、女社
長として関西演芸界を盛り立て
ていった功績も、本当にあった
出来事だ。
　吉本せいは、大阪生まれの作
家・山崎豊子も『花のれん』で
ヒロインのモデルにしている。
出自は山崎豊子が得意とする船
場になるといった脚色はある
が、たくましい女興行師の物語
は書き甲斐があったのではない

か。初代桂春團治やエンタツ・アチャコといったせいとゆか
りのある芸人も実名そのまま登場し、戦前戦後の関西演芸
史としても読みごたえがあるのでオススメしたい。

　今でこそ、吉本興業の本拠地は難波と知られているが、そ
の始まりは大阪天満宮の裏門近くにあった小さな寄席小屋
だった。吉本吉兵衛・せい夫婦は明治45年（1912）にこの「第
二文藝館」を買い取り、寄席経営に身を投じることになる。
　当時の大阪天満宮の境内にはたくさんの見世物があり、
門から一歩外に出ても寄席小屋がひしめき合い、たいそうに
ぎやかだった。それを示すのが、明治20年（1887）に発行さ
れた「摂州大阪天満宮御社内之図」である。よくよく見ると、
境内は参詣客と大道芸人たちが入り乱れている。覗きからく
りに居合い抜きにものまね…。明治10年（1877）生まれの二
代目旭堂南陵は、子どもの頃は毎日のように境内で遊び、大
道芸人らを眺めたという。
　裏門付近も見応えがあり、軒先に的がさがる弓場や講談
師がいる小屋を発見。細かく見れば見るほど、楽しめる資料
だ。月刊島民の特集でも、大阪天満宮文化研究所の髙島幸
次先生に尋ねたことがある。「ミナミの繁華街がハレなら、
大阪天満宮の境内はケです」。つまり、新調した着物でかし
こまって参詣するのではなく、普段着と突っ掛けでひょいと
足を運べる、人々の生活に密着した空間だったのだ。
　そういえば本町にある御霊神社は、明治17年（1884）に文
楽の始祖と言われる初代植村文楽軒が、人形浄瑠璃を興行
する劇場をつくって「御霊文楽座」を旗上げした地だ。もとも
と船場商人の社交や商談の場だった境内は、夜店や常設小

屋も増えていっそう華やかになったという。神社は、芸能の
発展を支える重要拠点でもあったのだ。
　大阪天満宮境内は、昭和の頃までこのような雰囲気だっ
たというから、吉本夫婦が天神さんのにぎわいに目をつけ
たのは自然なことだった。当時、裏門界隈には8軒の寄席
があり、「天満八軒」と呼ばれていて、彼らのものになった
寄席小屋もそのひとつ。落語だけでなく、漫才や曲芸といっ
たいわゆる「色物」をふんだんに盛り込んだ番組編成は当
時珍しく、次第に人気になっていく。その後、「天満花月」
に改称したのをきっかけに、各地にあった小屋はすべて「◯
◯花月」という名で統一された。そう、「なんばグランド花
月」にもその名が残っている。

　残念ながら、現在の裏門付近にはかつて天満花月があっ
た痕跡はなく、駐車場があるだけだ。だが、その向かいに
はとても立派な寄席が2006年にオープンした。ご存じ、「天
満天神繁昌亭」である。
　ドラマの視聴者なら覚えているかもしれない。当初は「寄
席の花形は落語や！」となっていたはずが、時代が移り変
わり、漫才が台頭していく。さらにヒロインに降りかかった
悲劇が描かれていたとおり、第二次世界大戦の戦禍で大阪
にあった多くの寄席が焼失してしまった。上方演芸界に詳
しいライターの日高美恵さんによれば、落語界を支えていた
大御所の相次ぐ死去も重なり、「上方落語は滅んだ」とまで

言われた時代があったらしい。
　そんな中、のちに「上方四天王」と呼ばれることになる六
代目笑福亭松鶴、三代目桂米朝、三代目桂春團治、五代目
桂文枝の４人が手を組み、上方落語の復興に向けて尽力し
た。まずは一年中落語が聞ける定席が必要になった。彼ら
の熱い思いが形になり、昭和47年（1972）に大阪・ミナミの
島之内教会で「島之内寄席」がスタートした。とはいえ、決
まった場所での継続はまだ難しかった。
　ところが、大阪天満宮から無償で敷地が提供されること
になり、建築費用２億４千万円が個人や企業からの寄付で
集まったことで、戦後60年ぶりに定席が復活することになっ
た。場内に吊るされた1500個もの提灯には、寄付をした人々
の名前が記されている。
　天満天神繁昌亭の基本となるのは、伝統的な寄席スタイ
ルの昼席。午後1時に開演し、落語が五席と色物が一席、
仲入り休憩を挟んで再び色物が一席と落語が三席という構
成だ。合計10組による3時間超の舞台が楽しめる。
　一方で、夜席は落語家が主催する独演会や、さまざまな
テーマの落語会が中心に。人気どころは、宝塚歌劇ファンの
落語家が、落語と一緒に本拠地の定番公演を演じる「はなし
か宝塚ファンクラブ」や、音曲漫才を披露する「姉様キング
ス」。ほかには、鉄道好きの落語家が鉄道ネタを入れた落語
を披露したり、特定の都道府県にゆかりある落語家が集まっ
た会も。昼席では絶対に聴けない企画に足を運び、うっかり
ハマってしまった人も多数いるらしい。大阪国際会議場から
は、JR東西線の新福島駅から大阪天満宮駅まで2駅。この絶
妙な近さなら、ふと落語を聞いて帰りたくなっても大丈夫だ。
　最近では、なんと朝席や深夜席も始まっている。一年中
一日中人通りが絶えない天神さんの裏門は、吉本せいが呼
び込みをしていた頃と変わらないにぎわいだろうか。

落語ブーム再び！
「奇跡の寄席」が誕生。

2006年9月15日、天満天神繁昌亭はこけら落としを迎えた（写真下）。六代桂文枝ら
が車夫になって三代目桂春團治を乗せた赤い人力車を引き、約2.6kmある商店街を
華 し々く練り歩いた。

明治時代末期の御霊文楽座興
行の様子（左・国立国会図書館
蔵）。鳥居の横には、太夫が使う
床本を模した碑がある（上）。

明治20年（1887）に発行さ
れた「摂州大阪天満宮御社
内之図」。当時の玩具だった
ヤジロベエを人間が真似た
「豆蔵」のまわりには人だかり
がA。弓場があった西裏門付
近には、茶店などの飲食店も
軒を連ねたB。

B
A

BA



訪ねてみたい中之島の名スポット 中之島香雪美術館
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　公益財団法人香雪美術館は、開館45周年を記念し、神戸
市東灘区御影の本館に次ぐ2館目の美術館として、「中之島
香雪美術館」を2018年3月21日にオープン。
　開館から1年間は、朝日新聞社の創業者である村山龍平
氏（1850～1933年）が収集した日本と東アジアの古い時代
の美術品の中から、重要文化財をはじめとする選りすぐり
の作品300点余りを5期にわけて展示します。都心にありな
がら「市中の山居」を目指した静謐で格調ある新しい美術
館の空間で、珠玉のコレクションをお楽しみ下さい。

　落着きと格調を備えた展示室には、現在、美術品展示で
考え得る最高スペックの技術、機材が用いられています。の
べ52.5メートルの開口部を持つ展示ケースは、国内最高水
準の超高透過ガラスに低反射加工を施し、ガラスがあるこ
とに気づかないほど。高演色性能のLED照明は個別調光も
可能で、作品の美しさを存分に引き出します。ストレスなく
作品に向き合える、異次元の鑑賞環境です。

中之島香雪美術館  開館記念展
「珠玉の村山コレクション～愛し、守り、伝えた～」

魅力ある企画展や多彩な展示に対応する空間

■DATA

住所／大阪市北区中之島3-2-4  中之島フェスティバルタワー・ウエスト4階  ☎
06-6210-3766　開館時間／10：00～17：00（入館は16：30まで）　休館日
／月曜日（祝日の場合は翌火曜日、ただし5月1日は開館）　料金／一般900円、
高大生500円、小中生200円　アクセス／地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、京阪
中之島線「渡辺橋」駅直結

重要文化財（伝）周文「瀟湘八景図屏風」（室町時代、15世紀）

※このマンガは
　フィクションです。

春夏のキューブくん
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メカニカルウェハーが
秋冬は鉄骨、

春夏は

ナノファイバー
に変わるんですよ。

ココ

Ⅰ期「美術を愛して」　3月21日（水・祝）～4月22日（日）
Ⅱ期「美しき金に心をよせて」　4月28日（土）～6月24日（日）



パートナー企業のご紹介

イベント情報
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　グランキューブ大阪では、建物全体の警備と、日々行われるイベン
ト警備の両方を担っています。催しの規模や内容によって、来場者の
数や導線が変わったり搬入車の数も異なりますが、どんなケースでも
安全かつ円滑に進行を守るのが私たちの使命。常に巡回や出入り管
理を徹底しています。また、写真撮影NGなど禁止事項のあるイベント
では、抑止力となるように見張りを強化するなど、主催者様の要望に合
わせた警備も。「お陰で無事に終わりました。ありがとう」という一言
が何よりの喜びです。
　私たちのモットーは、関係するすべての人々の幸福を追求すること。
警備だけではなく、お困りの来場者様にお声をかけたり、館内のご案
内もしています。「この会場で良かった」と思っていただけると嬉しく感
じます。

　堂島川左岸の玉
江橋から堂島大橋
間のエリアで、水辺
の快適さを感じら
れる親水空間として
親しまれている複合
施設「中之島バンク
ス」。今年から新た

に春恒例のイベントとして、「中之島リバーフェスタ」を開催
します。かわいいポニーやヤギ、アヒル、ウサギたちとふれあ
える「水辺のファミリー動物園」や、新鮮な野菜や果物が並
ぶマルシェ、地域の皆さんの音楽パフォーマンス、ミニクルー
ジングなど、盛りだくさんの内容。入場無料ですので、どうぞ
お気軽にお越しください。

グランキューブ大阪の催事に欠かせない
パートナー企業の方々にお話をうかがいました。

水辺で過ごす、和みの１日。
「中之島リバーフェスタ2018」、GW最終日に開催！

■DATA　日時／5月6日（日）10:00～17:00　場所／中之島バンクス（大阪市北区中之島5-3-60）　
お問い合わせ／株式会社 長古堂（06-6943-4197/平日10:00-18:00）

●関西シーエスピー株式会社（左から）辻川さん、竹内さん、小林さん、今井さん、白石さん、松井さん、
　　　　　　　　　　　　　　　　井上さん、平林さん、室井さん、刈屋さん、植永さん

●株式会社コムエンス（左から）東條さん、大浦さん

関西シーエスピー株式会社

来場者様も主催者様も、
すべての方に安心と幸せを届けます。

　グランキューブ大阪の開業当初から、イベ
ントの音響や映像、照明といった会場設営
に携わっています。音声ひとつ取っても、会
議では発言者の声が聞こえやすいように、コ
ンサートでは楽器一つ一つの音をバランスよ
くチューニングして…と、シチュエーションに
よって求められる演出や機器は千差万別。
私たちには日常でも、お客様にとっては大切
なたった一度のイベントなので、失敗は許さ
れません。そのために館内の設備を駆使し、
時には私たちの会社の機材を活用して主催
者様の思いをしっかりと形にする演出を心が
けています。
　また長年の経験から会場を知り尽くして
いるのも私たちの強み。ドーム型の特別会
議場や広いイベントホールなど、会場ごとに
違う音響の特長を把握しており、最適な調
整をすることができます。昨年には特別会議
場に最新のスピーカーが設置され、さらにお
客様に満足いただけるようになりました。

一度きりのイベントを成功させるため
最高の演出を。

目
的
に
最
適
な

舞
台
演
出
で
、イ
ベ
ン
ト
の

成
功
を
後
押
し
！

館内の安心、安全はお任せください！

警備部大阪国際会議場　派遣隊　主任兼隊長代理　松井　昌秀 氏
株式会社コムエンス
舞台機構課　オフィスマネージャー　大浦　文丈 氏

入場
無料

イメージ
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中之島は、春の花が多くあるエリア。
今回は桜とバラの名所をご紹介します。

自然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

　桜の開花時期に1週間限
定で一般開放される「桜の
通り抜け」。通りには、約350
本の桜が咲き誇る。この美し
い光景を一目見ようと、毎年
60～70万人の来場者で賑
わいます。また紅手毬や大
手毬、養老桜など…全国で
も貴重な品種が植えられて
いることも、造幣局の桜が愛
され続ける理由の1つです。

造幣局

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
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
南天満公園下福島

公園

大阪
天満宮

うつぼ公園

造幣局

中之島公園

CHASHITSU Japanese Tea & CoffeeJuicy's laboratory

フィッシュバーガー専門店SALUSALU

般 若゚ 大阪福島店 （PANNYA CAFE CURRY）

多幸屋

■DATA
桜の通り抜け4月11日（水）～17日（火）　
住所／大阪市北区天満1-1-79

■DATA　開花／5月中旬　住所／大阪市北区中之島1 ■DATA　開花／5月上旬から6月上旬　住所／大阪市西区靭本町2-1

　川と緑に囲まれた大阪市で初めての都市公園。大人から子
どもまでが憩う開放感あふれる空間です。敷地内には約310種
類およそ3,700株からなるバラ園や散歩道の「バラの小径」が
あり、大阪有数のバラの名所として広く知られています。また
「パッチワーク花壇」には品種が作られた年代のプレートが置
かれ、バラの変遷を散策しながら学ぶこともできます。

中之島公園
　春には約170種類およそ3,400株のバラが美しく咲き誇る西
区最大の公園。天気の良い日には家族連れやカップルで賑わ
う人気のスポットです。園内にはベンチも多く、ゆったりと寛ぎな
がらバラを楽しんだりピクニックをしたり…。また2018年5月19日
（土）には楽しいコンサートが開催されます。

うつぼ公園
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　国産の日本茶とスペシャルティーコーヒーを掛け
合わせた独創的なドリンクやフードを気軽に楽しめ
る日本茶スタンド。「もし現代に千利休がいたら？」と
いう着想から新しい価値を提案し続けています。
「和」と「洋」を組み合わせたおはぎバーガーは、シ
ンプルに素材を楽しめます。芸者が描かれた和風
でポップなパッケージはお土産にもピッタリ！

CHASHITSU Japanese Tea & Coffee

アウトドアでスイーツもオツなもの！

■DATA　住所／大阪市西区靱本町1-16-14 HELLOlife 1F
☎06-6147-3286
営業時間／平日11:00～18:00（土日は10:00から）　休／第2火曜
アクセス／地下鉄中央線「本町駅」より徒歩7分

春の陽気に誘われて、野外ランチしませんか？
テイクアウトが人気のお店を紹介。たべる

般 若゚ 大阪福島店（PANNYA CAFE CURRY）

　新福島駅から少し南にあるオリジナルスパイスカレーのお店。ど
こか懐かしい雰囲気の店内でも楽しめますが、テイクアウトもでき
ます。厚みのあるロース肉を贅沢に使用し、美しい断面が光るカツ
カレーはサラッとしたルーとの相性も抜群！ 店主は福島・野田界
隈を愛する情報通なので、色々聞いてみるのも◎。

　ケバブの移動販売をされていたご主人と、靭公園付近でサンド
イッチ屋を営んでいた奥様が出会って誕生したお店とだけあって、メ
ニューはサンドイッチ・ラップサンド・ケバブピタサンド・ライスボウルと
豊富。どれも新鮮な野菜をふんだんに使用しているので、カラフルな
彩りも楽しめます。ジューシーなケバブチキンは、スパイシーな香りが
食欲をそそります。

Juicy's laboratory

多幸屋
　大阪市中央卸売市場から
届いたぷりっとした大きなタ
コが入ったトロトロのたこ焼
きは、最初は素焼きでペロ
リ！その後、ソースはもちろ
ん明太子マヨ、塩ごま油な
ど全 8種類の味とネギや
チーズのトッピングから自分
だけのお好みを探してみま
しょう。営業時間外なので
要予約ですが、たこ尽くしで
2時間飲み放題のお得な昼
宴会のプランもオススメ。

■DATA　住所／大阪市福島区福島2-9-10
☎06-4256-6319　営業時間／11:00～
21:00　※4月1日より11:00～18:00　※カ
レー、ご飯が無くなり次第、終了の場合あり。
休／火曜　アクセス／JR東西線「新福島駅」
より徒歩2分

●メニュー／旨味スパイスカツカレー1,500円
※お子様用カレーもあり

■DAT A　住所／大阪市西区江戸堀
1-19-23 NAGASAKIビル 105　☎ 06- 
7777-2418　営業時間／11:00～15:00  
18:00～24:00 ※ディナータイムは事前予約
制　休／日曜・祝日　アクセス／地下鉄四つ
橋線「肥後橋駅」より徒歩3分

●メニュー／シュリンプスパイシーバーガーセット
1,100円、サーモングリルバーガーセット1,250円

■DATA　住所／大阪市福島区福島
2-10-23　☎06-6136-3108　営業時間
／月曜～土曜16:30～23:30（日曜は23:00
まで）　休／不定休　アクセス／JR東西線
「新福島駅」より徒歩1分

●メニュー／たこ焼き（テイクアウト）8個500円、
6個400円

■DATA　住所／大阪市西区靱本町2-6-15 1F ☎06-7508-5684　営業時間／11:00～19:00  
休／月曜　アクセス／地下鉄中央線「阿波座駅」より徒歩6分

福島の文化発信拠点は
路地裏のカレー屋さん。

フィッシュバーガー専門店  SALUSALU
　忙しく働く女性に「午後からも頑張ろう！」と元気になってもらいた
いというコンセプトのもと、2017年12月にオープン。手軽・オシャレ・
健康的と三拍子揃ったフィッシュバーガーは、カロリーが高いという
ハンバーガーのイメージを覆し、罪悪感なく食べられます。この春に
は、カラフルなバンズを使ったインスタ映えばっちりの新作が登場！

女
性
の
味
方
の

ヘ
ル
シ
ー
バ
ー
ガ
ー
。

イ
ン
ス
タ
映
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も
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っ
ち
り
。

たこ尽くしの
昼宴会も大歓迎。

ケバブを削ぎ落とした
ジューシーなチキンがたっぷり。

●チキンオーバーライス 1,100円

おはぎバーガー胡麻づくし250円
おはぎバーガー七穀280円
グリーンティーソーダ400円



〈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/2018年4月12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

　2019年のラグビーワールドカップ大会、2020年の
東京オリンピック・パラリンピック、さらには2021年
のワールドマスターズゲームズ関西…世界が注目する
イベントが続く中、ここ大阪でもビッグな取り組みが
始まっていることをご存じですか？そう、2025年開催
の国際博覧会の会場に大阪が手を挙げたのです。
　77か国が参加し、来場者が6,400万人を超えた
「EXPO’70」から半世紀。再び大阪の魅力を世界に
発信できるチャンスに、名だたる企業がオフィシャル
パートナーやオフィシャルサポーターとして賛同して
います。もちろん、日常から大阪と世界との架け橋と
して多彩な催しに関わっているグランキューブ大阪
も、この誘致活動に参加中。館内にポスターを掲示
したり、スタッフがロゴマーク入りのバッジを付け
て、熱いエールを送っています。
　誘致協力には企業から個人まで参加自由ですの
で、興味のある方はお問い合わせ先までどうぞ。

■DATA
2025日本万国博覧会誘致委員会事務局
（大阪府政策企画部万博誘致推進室内）
住所／大阪市中央区大手前2丁目　☎／ 06-6944-6573
http://www.expo2025-osaka-japan.jp/

グランキューブ大阪は2025年の
大阪万博誘致を応援しています。

スタッフ
一丸となって
応援しています！


