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奥野　これまで医学系の学術会議や国際会議に特化してきた
「誘致一課」から別セクションとして独立しました。医学系以外の
工学や自然科学、政府系など、分野を特定せず広く国際会議を誘
致することが我々のミッションです。
松室　医学系以外というと本当に広範囲なんです。だからこれ
までは受注ベースの対応が主でした。しかし私共が必要とされ
ている可能性が、まだまだ様々な業界に眠っている…そこへ積
極的に提案型営業をかけていこうと。「開発課」という名前の所
以はそこにあります。

松室　まずは情報収集から始めます。当社はICCA（国際会議
協会）に加盟していて、その膨大なデータベースから開催情報を
探し出します。また大学の研究室を小ま
めに訪問して、雑談の中からニーズを掘
り起こすのも大事ですね。あとは、ご担
当される先生に向けて、当会議場のメリットをプ
レゼンテーションします。

奥野　多彩なメリットがあります。
様々な提携企業の窓口を一本化する
「ワンストップサービス」など、主催者
側の面倒や手間を省くサポート体制
が整っています。一定の開催条件を
満たせば費用面での支援制度もあり
ます。多忙で予算が厳しい大学の先
生方には朗報ではないでしょうか。
松室　中之島という立地も大きなアド
バンテージです。空港からのアクセスが
便利で、大阪市内には5万室以上のホテル
があり、海外からのお客様も安心して呼べ
るんです。また､京都、神戸や奈良といった
観光都市へ1時間以内で行けるのでアフ
ターコンベンションも充実します。もち

ろんグランキューブ大阪という施設自体も大きな魅力。黒川紀
章氏が設計したユニークで美意識あふれる空間は、国際会議
の格調やブランド構築につながると思います。

奥野　この春にスタートした「中之島
MICEアライアンス」によって、広く中
之島エリア全体で大規模国際会議の

実施が可能になりました。

松室　スタートしたばかりのセクションですが、私
自身は数年前から工学系や理化学系の研究
室を訪問してきました。その中でいくつか
の案件が進行しはじめています。大切なの
は顔が見える営業。「松室が言うなら、一度
任せてみようか」と言っていただけるよう
な信頼関係の構築を心がけていきたいで
すね。
奥野　松室がコツコツと蒔いてきた種
を、開花させるのが私の役割。人材やシステ
ムの整備、他の部署や組織との連携…あ
らゆる面から営業活動を支えていくつもり
です。例えば、先に述べた「中之島MICE
アライアンス」もそうですし、大阪観光局と
コラボレーションする話も進んでいます。ま
ずは、実績を上げることが喫緊の課題です。
近いうちにきっと良いご報告ができると思い
ます。

営業部 誘致開発課について教えてください。

今後の目標はいかがですか？

提案型営業とは？

グランキューブ大阪には
どんなメリットがありますか？

誘致開発課 課長補佐

松室 淳一郎

誘致開発課長

奥野 元

グランキューブ大阪の
新たな可能性を掘り起こす
グランキューブ大阪の
新たな可能性を掘り起こす
2018年4月、グランキューブ大阪を運営する（株）大阪国際会議場に
新たなセクションが誕生しました。
分野やカテゴリーにとらわれず、広く国際会議を誘致するべく
設置された新部署の名称は「営業部 誘致開発課」。
新たなチャレンジを担うスタッフが、その意気込みを語りました。

（株）大阪国際会議場に営業部 誘致開発課、スタート！
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グランキューブ大阪、大阪市中央公会堂、堂島リ
バーフォーラム。中之島エリアを代表する3施設が
提携した「中之島MICEアライアンス」が、2018年
3月にスタートしました。各施設の特色を生かしな
がら、大規模な国際会議をはじめとした各種コンベ
ンションを誘致します。例えば､シンポジウムやパネ
ルディスカッションは、最新の映像機器や同時通
訳設備を備えたグランキューブ大阪で。アフターコ
ンベンションは雰囲気のある中央公会堂で…そん
な使い分けも可能。両施設の移動は電車で3駅。川
沿いを散歩しながら歩いても約20分です。

中之島MICEアライアンス
中之島エリアが会場になる!

水の都と呼ばれ、市内にたくさんの川が流れる大阪。グランキューブ大阪
も眼下に堂島川を見下ろすリバーサイドに立地しています。そんな水辺
から大阪観光を楽しめるのが、観光遊覧船。クルージングコースは多彩
で、大阪城や USJなどを眺める定番のコースから、落語家の楽しい案
内で“ひと味ちがう大阪”を味わうコース、ジャズを聞きながら体験する
コース…と盛りだくさんです。船をチャーターすることもできるので、アフ
ターコンベンションにいかがでしょうか。グランキューブ大阪の目の前に
は、「大阪国際会議場前港」という港もあります。

リバークルーズ
水都大阪を船で巡るお楽しみ!

大阪観光局では国際会議を大阪で開催していただく際のメリットとして、各種支援制度を設けています。様々な支援メニューの中に
は懇親会等の開催時に海外参加者様に日本文化を感じていただけるコンテンツもあります。たとえば「今宮戎神社の福娘の派遣」
「和太鼓演奏者の派遣」「大阪名産の樽酒の提供」など…。

参加者の皆様にとって、忘れられない思い出となる支援メニューです。詳細については以下へお問合せください。

①海外参加者が20名以上（福娘は50名以上）かつ参加国が日本を含む3ヶ国以上
②総参加者数が100名以上（福娘は300名以上）
③会期が2日以上（福娘は3日以上）

日本文化を感じる支援メニュー
大阪観光局のＭＩＣＥ誘致開催支援制度をご紹介！

下記の条件を満たす国際会議であれば大阪観光局の支援メニューのうち1つを選択できます。
※支援は原則として支援限度額内で提供可能な 1品目となります。
※支援に際しては各種審査があります。

公益財団法人  大阪観光局  ＭＩＣＥ推進部　☎06-6282-5911　E-mail：convention@octb.jp

国際会議の開催における
グランキューブ大阪の魅力！

興味ある方は
当会議場
スタッフまで！
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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。

Toward the next twenty years, opening new era 
in Multiscale Materials Modeling

2018年10月28日（日）～11月2日（金）

第45回日本毒性学会学術年会

化学物質の安全性に係る総合的な科学です
2018年7月18日（水）～20日（金）

多様性に配慮できる柔軟性のある支援教育
2018年9月22日（土）～24日（月）

私たちの身の回りには様々
な化学物質が存在し、医薬
品のように活用されている物
質もあれば、環境汚染物質の
ように負の影響を及ぼすも
のもあります。本学会は会員
数約2500人の国内最大の
化学物質の安全性（毒性）に
係る学会であり、会員の多く
は医薬品、化粧品や農薬等
の生活関連物質、環境汚染
物質の生体への作用機構研
究や安全性評価に携わって
います。
今年の学術年会は「インタ
ラクティブ：毒性研究とリア
ルワールドへの応用」をテーマとし、毒性研究に関わる学会員
の領域を超えた相互交流を目指しており、国内外の研究者によ
る特別講演・教育講演、シンポジウム、ワークショップ、および
口頭・ポスター発表を予定しています。
（第45回日本毒性学会学術年会  第45回学術年会長  田辺三菱製薬株式会
社育薬本部・副本部長  務台 衛）

当財団は学校現場の先生方や教育委員会の方に有意義な情報提供
を行っています。今回のフォーラムは、テーマを「考え、議論する道徳
科を創る」－道徳教育と学級づくりの連携に向けて－ と題し、新学習
指導要領改訂の要点についての文部科学省 教科調査官による特別
講演と学級づくりの視点を重視した道徳教育についての基調提案、
並びに実践事例を紹介いたします。またシンポジウムでは、特別の教
科 道徳の授業づくりと評価のあり方について来場者と共に考え、実
践に導くフォーラムとします。
（公益財団法人 理想教育財団  専務理事  斎藤 靖美）

第9回理想教育財団　教育フォーラム

考え議論する道徳科を創る －教育フォーラム－
2018年8月19日（日）

第9回材料のマルチスケールモデリングに
関する国際会議（MMM2018）

この会議は、材料の強度や変
形・機能について、電子論か
ら連続体力学までスケールを
跨ぐ材料のマルチスケールモ
デリングに関する国際会議で
す。当初、ヨーロッパと米国の
２地域で２年毎に開催し、
2002年のイギリスで第１回
開催の後、2012年にアジア
での開催が加わり、その６年
後の今年にようやく日本開催
となりました。
7件の基調講演、15の多岐に
わたるシンポジウムでの招待
講演、ポスターを含めた一般
講演の申し込み数は740件を

超えました。欧米諸国からの参加は全体の52％を超え、世界の38
カ国に及ぶ会議となります。この国際会議を通じて、当該学術分野
の活性化と若手人材の育成の機会にしたいと考えています。
（大阪大学  大学院工学研究科　副理事・教授  渋谷 陽二）

日本特殊教育学会
第56回大会 in 大阪
The 56th Conference of the Japanese
Association of Special Education in Osaka

今大会では「多様性に配慮で
きる柔軟性のある支援教育」
をテーマにさせていただきま
した。発展した領域である
LD、発達障害に関する講演
として大阪教育大学名誉教
授の竹田契一先生に講演を
お願いしています。また、支
援の手が十分だとは言えな
い領域についての講演やシ
ンポジウムを企画していま
す。そして青少年の生の声や
元気な姿を楽しむ機会を設
けることも考えています。ご
期待下さい。

（日本特殊教育学会第56回大会準備委員会  委員長  大阪教育大学  教育
学部  教授  山本 利和）

PICK UP
7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
2018年の春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。

「伝統と創意」第72回日本書芸院展

公益社団法人日本書芸院の役員・役職者による毎春恒例の書道展
です。この展覧会は日本を代表する書作家が「伝統と創意」の理念
のもとに新作を出品、日頃の研鑽の成果を一堂にご覧いただくもの
です。50歳以下の全会員を対象にしたオーディションで選抜された
気鋭の10名が1人幅8ｍ高さ3.6ｍの巨大壁面に大作を発表する
「魁星作家コーナー」も併せてお楽しみいただけます。会期中には
ギャラリートークや書道用品の展示・即売会などのほか、各界の著
名人や書の専門家などによる記念講演会も開催しており、今回は東
大阪市の司馬遼太郎記念館館長の上村洋行先生に「司馬遼太郎
のことども」と題してお話をいただき、大変好評でした。
（公益社団法人日本書芸院  理事長  黒田 賢一）

OsakaPrix全国クラシックバレエ・
コンペティション2018

初の4日間連続開催へ
2018年3月28日（水）～31日（土）

大阪から世界にはばたく若者の育成を目指して始まった「オオサカ
プリ・クラシックバレエ・コンクール」が全国大会へリニューアル
し、「オオサカプリ全国クラシックバレエ・コンペティション」と
なって4年目を迎えました。今年は初めての4日間連続開催で、遠
方者の受け入れ態勢も整い、全国大会としてまた一歩、踏み出すこ
とができました。
会場の大阪市北区の大阪国際会議場・グランキューブ大阪には
471名が出場し、シニアの部（高校卒業以上）、ジュニア1部（中学2
年から高校3年）、2部（小学6年から中学1年）、3部（小学3年から
小学5年）の4部門に分かれ、それぞれが精一杯の演技を観客の前
で披露しました。
今回は3月28・29・30日にジュニア部の予選・準決選が、最終日の
31日にはジュニア部門の決選と、シニアの部の審査、そして全部
門の表彰式が行われました。
（産経新聞開発株式会社  開発事業部  清水 晶光）

第82回日本循環器学会学術集会

第82回日本循環器学会学術集会は、新しい循環器学の扉を拓くべ
く、未来の可能性～Futurability～をテーマとして開催いたしまし
た。新しい循環器学の最新の情報や知見はもとより、内科、外科、
小児科等との共創、次世代チーム医療や次世代の人材育成の在り
方を議論し、これまでの循環器学とは異次元の未来型技術との融
合発展をコンセプトといたしました。関係者も含め約18,000名に
参加いただき、各講演会場にて活発な議論が繰り広げられました。
また、1997年に臓器移植法が施行されてから20年が経ち、心臓移
植の普遍的医療の進歩やドナー不足の社会的解決を目指して、大
阪宣言「“まごころ”のおくりもの～みんなでつなごう心臓移植～」
を宣言いたしました。
（第82回日本循環器学会学術集会  会長  大阪大学大学院  心臓血管外科  
澤 芳樹）

全国の循環器に携わる医療関係者が大阪に集結
2018年3月23日（金）～25日（日）

記念講演会「司馬遼太郎のことども」も併せて開催
2018年4月11日（水）～15日（日）

第122回日本眼科学会総会

日本の眼科研究・臨床の高いレベルを内外に発信
2018年4月19日（木）～22日（日）

日本眼科学会総会は明治30年に第1回が行われ、その後戦時中を除い
て、年1回継続的に行われてきた。臨床医学系の学会としては日本で
もっとも古いものであり、今回6700名を超える参加者を得て、その伝
統に恥じない内容の学術集会となった。テーマとして「眼を究める　サ
イエンスが見える」というキャッチフレーズを掲げたが、眼科が最先端
を走る再生医学に関する学際的なシンポジウム、角膜感染症の国際シ
ンポジウム、力のこもった「生体イメージングと眼病理」に関する評議員
会指名講演をはじめとして、盛りだくさんの内容となり、多くの「眼を究
める」講演が行われた。眼科にとってサイエンスが重要であり、サイエン
スにとって眼科が重要であることが再認識されたのではないかと思わ
れる。
（第122回日本眼科学会総会  総会長  鳥取大学医学部視覚病態学  教授  
井上 幸次）

REPORT
開催されたプログラム
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　今年2月に封切られた映画『マンハント』は、巨匠ジョン・
ウーが監督を務め、中国のチャン・ハンユーと日本の福山
雅治という人気俳優2人の競演が注目を集めた。大阪では
それに加えて、作品の舞台が大阪であることや、3ヶ月にも
及ぶ大阪市内でのロケが行われたことで、さらに大きな話
題となった。
　まだご覧になっていない方は、もうすぐ発売されるDVD
をぜひ見てほしい。大阪ステーションシティから梅田周辺、
あべのハルカスに近鉄上本町駅と、よく見知っている場所
が次々に登場する。自分の知っている場所が出てくるとやっ
ぱり楽しいし、同時に「こんなところでロケをやってたの
か！」と驚くはずだ。
　そんな中、グランキューブ大阪のある中之島も、映画の中
の重要なシーンで登場する。銃撃戦が行われ、水上バイク
を華麗に操るチャン・ハンユーと福山雅治が堂島川を疾走。
中之島が映画のロケ地になることはよくあるけれど、ちょっ
と映り込むどころではなく、中之島でしか描けないような
シーンになっているのがすごい。よく知っている場所なのに
知らないような、現実と虚構が曖昧になるような不思議な
気分になった。

　月刊島民としてはなんとなく誇らしいなと思いながら、作
品についていろいろ調べていると、大阪での撮影を行うにあ
たり、ジョン・ウー監督は市内のあちこちに自ら足を運んで
ロケ地を吟味していたようだ。面白かったのは、中之島の川

を船に乗って巡り、中央公会堂などの建築を訪ねたところ、
当初予定していた御堂筋でのカーチェイスのシーンが、例の
水上バイクを使ったアクションシーンに変わったということ。
　ある記事の中には、「前日まで御堂筋でのカーチェイス
シーンを描いていたのに、その日は川での水上バイクの激
しいシーンの絵に変わっていました。やはり、大阪というこ
とで『水都』らしさを撮ってほしいという思いが通じたのか
もしれませんね」という関係者のコメントもあった。
　監督が乗った船とは、中之島ではおなじみのクルーズ船
「アクアライナー」。同乗した大阪水上バスの岸田俊徳さん
によれば、監督はとても気さくな人だったとのことだ。「船で
巡っている最中に、ちょうど水上バイクが通って、『これは
面白いね』と言っておられたようです。その後もまた別の船
で中之島を巡ったり、熱心に見ておられましたね」。

　そうなのか。巨匠も惚れ込んだ中之島の水辺。月刊島民
でもインタビューさせてもらえばよかったかなと、ちょっと
後悔しつつ、確かにここ数年で中之島の水辺の風景が魅力
的に様変わりしたのは間違いない。
　中之島を中心に、道頓堀など大阪市内各地の水辺でいろ
いろなイベントが開催される「水都大阪フェスティバル」が始
まった2009年頃を境に、水辺や公園の整備が一気に進ん

だ。フェスティバルの期間以外
にも、中之島ではたくさんのイベ
ントが行われ、「行けば楽しいこ
とがある」場所になった。
　そうしたインフラ面のバー
ジョンアップと共に、川の流れ
という他にはない「強い」コン
テンツを活かした川沿いの飲
食店が相次いでオープンしてい
る。今やすっかり人気が定着し
たのは、土佐堀川の「北浜テラ
ス」。栴檀木橋から天神橋の間
に、川に面したテラス席を設け

た店が連なっている。こうしたテラスのある店や景色を売り
にした場所はどんどん増えている。中之島のナイスビューを
楽しみながら食事ができるのだから、それも当然だろう。
　また、シティクルーズのプランも格段に増えてきた。従来
は橋や大阪城など景色を眺めるだけのオーソドックスなも
のだったが、ナイトクルーズやカスタマイズできるツアーな
ど、エンターテインメントの色合いが強くなってきた。スケー
ルも大小さまざまで、お店が小さなボートを持っていて、グ
ループで借り切って船上バーベキューが楽しめるといった
パターンも。外国人観光客向けに英語によるガイド行うク
ルーズもある。

　きれいになり楽しみ
の増えた中之島を、自
分の好みに合わせて
「使いこなす」市民が
増えてきているのも感
じる。中之島公園の芝
生エリアには、休日とも
なればたくさんの人が
やって来て、思い思い
の時間を過ごしてい
る。キャンプチェアに
座ってのんびり読書をする人、小さなテントを張ってごろりと
くつろぐ人、お弁当を持ち寄る家族連れのグループ。年に1
回、大規模なフェスティバルも行われるアウトドアヨガは、
今や見かけない日の方が珍しくなった。
　こうした光景が生まれたのは、単に中之島がきれいに
なって、イベントが増えたというだけの話ではない気がす
る。芝生広場の自由な雰囲気を生み出しているのは、与え
られたものを享受するだけではなく、その場所や風景を自
分なりに取り入れ、オリジナルの空間にしようとする一人ひ
とりの能動的な姿勢なのだと思う。
　きれいになった遊歩道も、眺めの素敵なテラスも、行き
交うクルーズ船も、いわば舞台装置でしかない。それをどん
な風に楽しもうか？　そんな視点で見つめ直しながら中之
島を歩いてみれば、ジョン・ウー監督のように新しいアイデ
アがひらめくかもしれない。

中之島的
聖地巡礼

月刊島民がおくる

『月刊島民』
Vol.105　2017 4/1

中之島の人気フリーペーパーとのコラボ企画

映画界の巨匠も惚れ込んだ!?
中之島の水辺は素晴らしい。

　日本・大阪の製薬会社の顧問弁護士を務め
るドゥ・チウ（チャン・ハンユー）は、製薬会社社長
秘書の殺人容疑をかけられ、逃亡を図る。それを
追う大阪府警の敏腕刑事・矢村（福山雅治）は、
やがて事件に違和感を抱くように。ドゥ・チウの無
実を確信した矢村は、警察に引き渡すことを拒
み、2人で事件の真相を追うことを決意する。

『マンハント』のシーンより。水上バイクのアクションシーンは、映画の大きな見どころの一つ。中之島バンクスは派手な銃撃戦の舞台に。

中之島の川を船で巡って、
カーチェイスを水上バイクに変更。

￥3,800（税抜）
発売・販売元：ギャガ

『マンハント』

© 2017 Media Asia Film Production Limited All Rights Reserved.

水辺
第13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／大迫　力（月刊島民編集・発行人）
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　今年2月に封切られた映画『マンハント』は、巨匠ジョン・
ウーが監督を務め、中国のチャン・ハンユーと日本の福山
雅治という人気俳優2人の競演が注目を集めた。大阪では
それに加えて、作品の舞台が大阪であることや、3ヶ月にも
及ぶ大阪市内でのロケが行われたことで、さらに大きな話
題となった。
　まだご覧になっていない方は、もうすぐ発売されるDVD
をぜひ見てほしい。大阪ステーションシティから梅田周辺、
あべのハルカスに近鉄上本町駅と、よく見知っている場所
が次々に登場する。自分の知っている場所が出てくるとやっ
ぱり楽しいし、同時に「こんなところでロケをやってたの
か！」と驚くはずだ。
　そんな中、グランキューブ大阪のある中之島も、映画の中
の重要なシーンで登場する。銃撃戦が行われ、水上バイク
を華麗に操るチャン・ハンユーと福山雅治が堂島川を疾走。
中之島が映画のロケ地になることはよくあるけれど、ちょっ
と映り込むどころではなく、中之島でしか描けないような
シーンになっているのがすごい。よく知っている場所なのに
知らないような、現実と虚構が曖昧になるような不思議な
気分になった。

　月刊島民としてはなんとなく誇らしいなと思いながら、作
品についていろいろ調べていると、大阪での撮影を行うにあ
たり、ジョン・ウー監督は市内のあちこちに自ら足を運んで
ロケ地を吟味していたようだ。面白かったのは、中之島の川

を船に乗って巡り、中央公会堂などの建築を訪ねたところ、
当初予定していた御堂筋でのカーチェイスのシーンが、例の
水上バイクを使ったアクションシーンに変わったということ。
　ある記事の中には、「前日まで御堂筋でのカーチェイス
シーンを描いていたのに、その日は川での水上バイクの激
しいシーンの絵に変わっていました。やはり、大阪というこ
とで『水都』らしさを撮ってほしいという思いが通じたのか
もしれませんね」という関係者のコメントもあった。
　監督が乗った船とは、中之島ではおなじみのクルーズ船
「アクアライナー」。同乗した大阪水上バスの岸田俊徳さん
によれば、監督はとても気さくな人だったとのことだ。「船で
巡っている最中に、ちょうど水上バイクが通って、『これは
面白いね』と言っておられたようです。その後もまた別の船
で中之島を巡ったり、熱心に見ておられましたね」。

　そうなのか。巨匠も惚れ込んだ中之島の水辺。月刊島民
でもインタビューさせてもらえばよかったかなと、ちょっと
後悔しつつ、確かにここ数年で中之島の水辺の風景が魅力
的に様変わりしたのは間違いない。
　中之島を中心に、道頓堀など大阪市内各地の水辺でいろ
いろなイベントが開催される「水都大阪フェスティバル」が始
まった2009年頃を境に、水辺や公園の整備が一気に進ん

だ。フェスティバルの期間以外
にも、中之島ではたくさんのイベ
ントが行われ、「行けば楽しいこ
とがある」場所になった。
　そうしたインフラ面のバー
ジョンアップと共に、川の流れ
という他にはない「強い」コン
テンツを活かした川沿いの飲
食店が相次いでオープンしてい
る。今やすっかり人気が定着し
たのは、土佐堀川の「北浜テラ
ス」。栴檀木橋から天神橋の間
に、川に面したテラス席を設け

た店が連なっている。こうしたテラスのある店や景色を売り
にした場所はどんどん増えている。中之島のナイスビューを
楽しみながら食事ができるのだから、それも当然だろう。
　また、シティクルーズのプランも格段に増えてきた。従来
は橋や大阪城など景色を眺めるだけのオーソドックスなも
のだったが、ナイトクルーズやカスタマイズできるツアーな
ど、エンターテインメントの色合いが強くなってきた。スケー
ルも大小さまざまで、お店が小さなボートを持っていて、グ
ループで借り切って船上バーベキューが楽しめるといった
パターンも。外国人観光客向けに英語によるガイド行うク
ルーズもある。

　きれいになり楽しみ
の増えた中之島を、自
分の好みに合わせて
「使いこなす」市民が
増えてきているのも感
じる。中之島公園の芝
生エリアには、休日とも
なればたくさんの人が
やって来て、思い思い
の時間を過ごしてい
る。キャンプチェアに
座ってのんびり読書をする人、小さなテントを張ってごろりと
くつろぐ人、お弁当を持ち寄る家族連れのグループ。年に1
回、大規模なフェスティバルも行われるアウトドアヨガは、
今や見かけない日の方が珍しくなった。
　こうした光景が生まれたのは、単に中之島がきれいに
なって、イベントが増えたというだけの話ではない気がす
る。芝生広場の自由な雰囲気を生み出しているのは、与え
られたものを享受するだけではなく、その場所や風景を自
分なりに取り入れ、オリジナルの空間にしようとする一人ひ
とりの能動的な姿勢なのだと思う。
　きれいになった遊歩道も、眺めの素敵なテラスも、行き
交うクルーズ船も、いわば舞台装置でしかない。それをどん
な風に楽しもうか？　そんな視点で見つめ直しながら中之
島を歩いてみれば、ジョン・ウー監督のように新しいアイデ
アがひらめくかもしれない。

大阪水上バスの「天満橋ベストビュークルーズ」は八軒家浜船着場から発着。
11月末まで運航。中之島の夕暮れ、ビルや橋のライトアップが楽しめる。

「何かいいことありそう」な
エリアになった中之島。

何でも揃っている中之島を
どうやって楽しむか？

朝も昼も夜も、とにかく絵になる「北浜テラス」。対岸には中央公会堂や中之島公園のバラ園を望む。

中之島の名物になりつつある芝生広場でのヨガ。
確かにこのロケーションは気持ちよさそう。

せんだんのきばし
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　「P」エレベーター降りてすぐ、地下1階の
エントランス。飲料水、スナックの自販機が
並ぶコーナーに、淹れたてコーヒーの販売
機がお目見えいたしました。忙しい催事や会
議の合間に、ほっとするひとときはいかがで
すか。

12階の屋上庭園を改修し、生まれ変わった空間に

地下1階に、
淹れたてコーヒーの
自販機が登場

　聴覚が不自由なお客様の
ために、受付に「筆談ボード」
をご用意いたしました。紙を
使わずに気楽に書けて、さっ
と消すことができる磁気式
のメモボードです。必要な方
はどうぞ、ご遠慮なくお申し
出ください。係の者が、筆談
でのお問合せに応じます。

受付に「筆談ボード」を用意

　これまで5階だけに設置されてい
た両替機を、お客様のニーズに応え
て1階にも増やしました。千円札対応
（100円玉×10枚または500円玉×2
枚）です。1万円札、5千円札、2千円
札の両替はできませんのでご了承く
ださい。

1階に両替機を設置
　1階メインエントランス奥
に、新たに大型コインロッカー
を設置いたしました。大型ロッ
カーのサイズは、幅34.5㎝×
奥行57.2㎝×高さ77.4㎝。大き
なスーツケースも収納可能で
す。遠方から直接、会場に来ら
れるお客様もこれで安心して
荷物をお預けいただけます。

　特別会議場やレストラン「グラントック」などがあ
る、グランキューブ大阪の12階。最上階の屋上庭園
は、現代アートを思わせる印象的な空間です。2000
年の開業から18年目の今年、この屋上庭園を改修
いたしました。黒川紀章氏が「淀川の葦」をイメージ
したというダイナミックな造形はそのまま、塗り替え
やクリーニングによって美しく生まれ変わりました。
ぜひご覧になってみてください。

1階に大型コインロッカーを設置

BEFORE AFTER
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　空調、照明、給排水、電
気系統…。館内の“ライフ
ライン”を一手に担い、ス
ムーズな催事開催をサポー
トするのが私達の役割で
す。何よりも心がけている
のは「全てのお客様が快
適であるように、臨機応変
かつ細やかなサービスを
提供する」こと。例えば、
各種会議室やメインホー
ル、イベントホールなど、大
小様々な空間に合わせた
冷暖房管理では、毎朝の
気温とにらめっこし、お客
様の声を聞きながら、最適
な温度になるよう調整して
います。
　ベテランから若いスタッ
フまで、常にフットワーク軽
く動ける万全なチーム体制。
24時間365日、エネルギッ
シュにがんばっています。

　2013年に、中之島エリアの活性
化のためにスタートした「中之島な
つまつり」。6年目を迎える今年は、
ゲストに河内家菊水丸を迎えての
盆踊りや音楽パフォーマンスなど
で、お祭り気分を盛り上げます。
リーガロイヤルホテルが出店するグ
ルメ屋台やキッチンカーも出店し、
周遊ナイトクルージングといったお
楽しみも盛りだくさん。夏の終わり
を彩るイベントへ、ご家族や友人と
一緒にどうぞ。

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。

中之島なつまつり2018
ゆく夏を見送る「都心の盆踊り大会」を楽しみませんか？

レストラン　グラントック
■営業時間
ラ ン チ／11：00～14：00
ディナー／17：00～20：00
※ディナーのみ2日前までの
　予約制（10名様より）

●日東カストディアル・サービス株式会社
  （左から）栗山恒二さん、東野和也さん、中島豪紀さん

日東カストディアル・サービス株式会社

この「建物」内のどこにいても、どんな時も、
心地よく過ごしてもらえる空間づくりを。

　グランキューブ大阪の12階レストラン「グラントック」。地上80ｍの美し
い景色が広がる開放感的な空間で、リーガロイヤルホテルと同じクオリ
ティの料理を提供しています。ランチ時の利用は会議や催事の合間にお
越しいただくことが多いので、美味しいだけでなくスピーディに提供する
のが私達の身上。一転、催事後のパーティなどで利用いただく際は、多彩
な宴会メニューをゆっくり楽しんでいただいています。
　ハンバーグやカレーといった定番メニューの中に、リーガロイヤル・クオ
リティを感じていただけるよう食材や調理法にこだわり抜くのがシェフの
モットー。ぜひ一度召し上がってみてください。

リーガロイヤルホテルのクオリティを
少しだけカジュアルに堪能してください。

お客様がいつも快適に過ごせるよう
「縁の下の力持ち」として
任務に取り組んでいます！

株式会社ロイヤルホテル

お忙しい方のためには
各会議室への
ケータリングも。
予算やお好みに
合わせて
フレキシブルに
対応しています！

大阪営業部　大阪府立国際会議場　所長　
三木　隆夫 氏

宴会部　課長 秋山　豊志 氏
調理部　シェフ 大山　一人 氏

■DATA　日時／2018年8月27日（月）午後5時～9時　会場／大阪国際会議場（グランキューブ大阪）１階プラザ及び中之島バンクス　お問い合わせ
／☎06-6446-0860（中之島なつまつり実行委員会事務局）

8月27日月
入場無料

2018年

※肩書は取材当時のものです。
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暑い季節がもうすぐやってきます。
そこで今回は読者の方々が気軽に水と親しめるスポットをご紹介。

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

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

中之島公園

剣先公園（中之島公園）

Mamezo&Cafe  中之島店

バール＆ジェラテリア・ラッフィナート
中之島フェスティバルプラザ店

cafe12
藤乃

Mikuri

■DATA　住所／大阪市都島区中野町４丁目５

■DATA　住所／大阪市北区中之島1丁目1

　毛馬桜之宮公園内の貯木場跡につくられた、人工のリバー
ビーチ。休日には砂遊びやビーチバレーを楽しむ人で賑わいま
す。またフナをはじめ様々な魚がいることから、こども達の環境
学習の場として使われることも。

大阪ふれあいの水辺

■DATA　住所／大阪市西区靭本町2-1

　ビジネス街の真ん中にある靭公園。園の東側に位置するバラ
園には噴水や浅瀬の水路があり、目でも肌でも爽やかな雰囲気
を味わえます。お昼時には涼を求めて多くのビジネスマンが訪れ
る場所です。

うつぼ公園

　周囲をぐるりと川に囲まれた中之島公園の東側に位置
する剣先公園。敷地内には噴水のモニュメントがあり、30
分ごとに水が打ち上げられます。日中は太陽に照らされて
輝き虹ができることも。夜は水のアーチを照らすようにライト
アップされ幻想的な光景が広がります。

剣先公園（中之島公園）

大阪ふれあいの水辺 至京橋

うつぼ公園
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　もうすぐ7年目を迎える福島の蕎麦と河内鴨の名店。期間限定の
人気メニュー「すだちそば」は鰹が効いた冷たいあっさりとした出汁に
スライスしたすだちの風味が香ります。お好みでワサビをちょい足しす
るのもオススメ。涼しげな見た目もあいまって、夏バテ気味の暑い日で
もペロリ！夜は〆の蕎麦がついた河内鴨のお鍋のコースもあります。

藤乃

冷たいのはスイーツだけじゃない？！

■DATA　住所／大阪市福島区福島3-9-10　☎06-6456-2400　営業時間／ランチ11:30～14:00  
ディナー17:30～22:30　休／無休　アクセス／JR東西線「福島駅」より徒歩5分

夏を乗り切るひんやりスイーツと
あっさりランチをご紹介。たべる

Mamezo&Cafe  中之島店
　豆乳やきなこなど「豆」を使ったヘルシーな和のスイーツが充実
しています。わらびふぉんでゅセットはきなこをたっぷりまぶしたわ
らびもちに特製の豆乳クリームや抹茶蜜、黒蜜をお好みで。優しい
味わいの豆乳プリンは黒蜜やきなこのトッピングも◎どちらもテイ
クアウトできるので、手みやげにもピッタリですね。

　京町堀の生活雑貨のお店「hitofushi」が土佐堀川沿いに2018
年4月にカフェをオープン。「じっくり時間を楽しんでほしい」と店主の
水本さん。ツルッとした舌触りの水羊羹やノンオイルのグラノーラのザ
クザクした食感が楽しいトライフルなど、優しく上質なおやつが楽しめ
ます。会議や仕事の合間にリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

Mikuri

cafe12
　福島の路地裏に年中
かき氷を楽しめるカフェ
が。0℃に近い温度まで
氷をあたため、削り方に
もこだわっているので、
ふわふわとした軽い食
感が味わえます。イチゴ
やキウイなどフルーツを
贅沢に使用したソースも
お店特製。かき氷はもち
ろん、アイスクリームの
のったチーズケーキもお
店の看板メニュー。種類
も豊富なのでどれにする
か迷ってしまいそう！

■DATA　住所／大阪市福島区福島1-1-48　☎06-6453-6877　営業時間／10:00～21:00  
休／無休　アクセス／JR東西線「新福島駅」より徒歩5分
●メニュー／わらびふぉんでゅセット750円、豆乳プリンセット780円　※ドリンク付き

■DATA　住所／大阪市北区中之島2-3-18 
フェスティバルプラザB1F　☎06-6228-3444
　営業時間／10:00～22:00　休／無休　ア
クセス／京阪中之島線「渡辺橋駅」より徒歩1分

■DATA　住所／大阪市福島区福島
2-3-12　☎06-6136-3670　営業
時間／12:00～20:00　休／月曜　
アクセス／JR東西線「新福島駅」より
徒歩5分

■DATA　住所／大阪市西区土佐堀
3-1-5　☎06-6131-7727　営業時間／
火～金 11:30～21:30　土・日 12:00～
19:00　休／月曜　アクセス／京阪中之
島線「中之島駅」より徒歩5分

バール＆ジェラテリア・ラッフィナート
中之島フェスティバルプラザ店

　芦屋のイタリア料理店「リストラ
ンテ・ラッフィナート」で作った
ジェラートを中之島で楽しめます。
彩り豊かなショーケースは見てい
るだけでワクワクしますね。季節限
定メニューは大人気でコロコロ変
わるので、何度も足を運んでみま
しょう。ジェラートは2種類or3種
類、カップorコーンが選べます。遠
方の方への贈り物にもぴったりの
ギフトボックスもあります。

12
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の
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食卓を通して、
日本の文化の
楽しさを発信。

打ち立てのお蕎麦はコシが絶妙！

●メニュー／水羊羹550円、トライフル650円～
　※定番から季節限定のおすすめまで

メニュー／すだちそば1,100円、河内鴨の鍋 4,100円～

●メニュー／イチゴフロマージュEP 1,000円
　チーズケーキ各種900円～

ほたるまちの
ほっこり和風空間。

●メニュー／ジェラート2種盛り カップ450円～・コーン550円～、ジェラート3種盛り カップ550円～・コーン680円～



検索大阪国際会議場

〈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
●大阪メトロ「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、 大阪シティバス（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7月13日   ●https://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

リニューアルしたグランキューブ大阪の
ウェブサイトはもうご覧いただけましたでしょうか？

PICK UP NEWS

○はじめてご利用のお客様に、当施設の魅力を分かりやすく。“選ばれる理由”がここにあります。
○見たいページがすぐに見つかる。アクセシビリティが向上しました。
○ご利用いただくお客様の目的に応じたページを新設しました。
○必要書類のダウンロードは「各種ダウンロード」のページから。
　会議場をご利用の際は、便利になったウェブサイトをぜひご活用ください！

リニューアルで、こんなに便利に

『グランキューブ便り』の
バックナンバーもご覧いただけます！

https://www.gco.co.jp/

スマホサイトも
快適な

インターフェイス！！
すっきり見やすい
デザインに！
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