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♯屋上から見上げたら　♯アンテナ架台
♯施設見学ツアースポット

グランキューブ大阪の角。青空によく
映えます！

♯10階会議室の壁が面白い
♯和の心を表現

ただのジグザグではありません。黒川
紀章氏が折り紙をモチーフに。

♯2階ロビー
♯キレイなのは人通りが少ないから？

青い絨毯がまるで海？グランキューブ
大阪の「秘境」を発見。

♯2階ビジネスコーナー
♯インターネットが利用できます

アングルによっては、リゾートホテ
ル!?

♯エレベーターの扉
♯シマウマにも見える

黒川紀章氏によるデザイン。バーコー
ドをイメージしているそう。

♯かわいいキューブくん
♯エレベーター横のサイン

館内にキューブくんは何体いるかな？
女性のお客様からも人気です。

♯1階プラザ
♯これぞ自然と建物の共生

ガラスの曲線に朱色のアクセント。敷
地の樹木が彩りを添えて…。

♯1階
♯施設見学ツアーのスタート地点

建設前に作られた模型。「実物と違うと
ころ」を探し出すのも面白いです。

♯2階OICカフェ
♯ケーキセット500円

OIC CAFEで一息。ここに来れば、誰
でもインスタ映え間違いなしです！

施設見学ツアーで大人気！お馴染みの
ヘリポートです。

これは何？とご質問いただくことも。こ
の中には円形の特別会議場が。

何だか矢印のよう。

♯5階メインホールの客席
♯重厚でリッチな空間

誰もいないメインホール。撮影できたら
ラッキー！

♯12階ホワイエからの絶景
♯特別会議場もあります

ガラス張りの窓からは、大阪の絶景が。
私も大好きな場所です。

♯5階まいどおおきに食堂
♯精米したてのご飯がおいしい

明太子食べ放題！これを目当てに来ら
れるお客様もいらっしゃるとか。

♯憩いの広場
♯プランターに色とりどりの花

気づいていただけましたか？季節の植
栽が楽しめるんです。

＃？階　＃？？？？？？　＃答えは右下に

ここはどこでしょう？　すぐにわかっ
た方は、グランキューブ大阪通！

＃ヘリポート　＃夕日
＃施設見学ツアー

ヘリポートから見る夕日は格別です！

営業部企画課
課長
松尾 浩伸
Hironobu Matsuo

営業部企画課
木戸　佑有子
Yuko Kido

営業部施設管理課
調査役
只津　和宏
Kazuhiro Tadatsu

【お問い合せ先】
株式会社大阪国際会議場
営業部 予約課
TEL：06-4803-5585
FAX：06-4803-5620
e-mail：info@gco.co.jp

グランキューブ大阪では、映
画、テレビ、CM等の撮影場所
の提供に協力しております。
ご希望のお客様は、次の連絡
先までお問い合わせください。
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建築界の巨匠、黒川紀章氏によって設計されたグランキューブ大阪。隅々にまで美意識とこだわりが反映された空間は、
どこを切り取ってもインスタ映え。そんなフォトジェニックスポットを、スタッフがご紹介いたします。

グランキューブ大阪は フォトジェニックな会議場！nstagrancube
nstagrancube

インスタグランキューブ
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Takahide Kuwahata Mari Ogasawara

Mari Ogasawara

黒川紀章氏によるデザイン。バーコー
ドをイメージしているそう。

♯外観
♯階層にはさまれたメカニカルウェハー

特徴的な外観は、メタリックな直線と
曲線が印象的。

OIC CAFEで一息。ここに来れば、誰
でもインスタ映え間違いなしです！

♯屋上（13階）ヘリポート
♯絶景に歓声が上がった

施設見学ツアーで大人気！お馴染みの
ヘリポートです。

♯屋上（13階）から見た風景
♯施設見学ツアー

これは何？とご質問いただくことも。こ
の中には円形の特別会議場が。

♯12階屋上庭園
♯水面に映るオブジェ　

館内にいながらにして、自然を感じら
れる場所は、淀川の葦をモチーフに。

♯各階の扉に注目
♯ここにも和のテイスト

時折見かける朱色の取っ手。黒川紀章
氏の建築思想が伺えます。

#メインホール　#7Fホワイエ
#何かを指しているわけではありません

何だか矢印のよう。

♯5階ホワイエから見たエスカレーター
♯エックス

近未来を感じませんか？

♯5階ホワイエから見上げるエスカレーター

上を見上げると、幾重にも重なるエス
カレーター。

♯12階屋上庭園の前
♯ご利用の際はぜひ探してみて

こんな所にオシャレな椅子が！特別会
議場の近くです。

♯12階の特別会議場
♯メインホール緞帳にも彼女の絵が採用

天神祭を描いた生田花朝女の日本画。
特別会議場の天井を彩ります。

♯12階グラントック
♯リーガロイヤルホテルの味　♯カレー

地上約80ｍからの眺望でいただくラ
ンチは最高の気分転換です！

♯10階ホワイエ
♯近代アートも堪能できる　

会議場でも人気の10階フロア。まある
い照明をぜひ見上げてみてください。♯5階メインホールは可変ステージ

♯大阪でも最大級の座席数
♯座席が反転します

座席部分がステージに！

♯5階メインホールのホワイエ
♯最近張り替えました

風に舞う松葉をイメージしたカーペッ
トは、ふっかふか。

♯フォトスポットではありません
♯でも知ってほしいから

お母さんとお子さんに安心してご利用
いただける授乳室の壁。

♯12階特別会議場
♯天井に描かれた絵画にも注目

UFO？いえ照明です。未来的なフォル
ムは黒川紀章氏のデザイン。

営業部誘致課
田中　良樹
Yoshiki Tanaka

営業部営業課
桑畑　賢英
Takahide Kuwahata

営業部予約課
課長
小笠原　麻里
Mari Ogasawra

※ご紹介のスポットは、施設見学ツアーで撮影いただけます。公開部分は、当施設の運営を妨げない範囲で撮影が可能です。
　なお、他のご利用者様のご迷惑となる撮影行為は固くお断りいたします。
　皆様に安全・安心・快適に当施設をご利用いただけるよう、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

答え：3階イベントホール

グランキューブ大阪は フォトジェニックな会議場！
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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。

国民のニーズに応えるTotal Allergistをめざして
2018年12月15日（土）、16日（日）

日本アレルギー学会
第5回総合アレルギー講習会

一般社団法人日本アレル
ギー学会は、アレルギー疾
患の病態解明、治療開発、
標準的治療の普及を行う学
術団体です。総合アレル
ギー講習会はアレルギー専
門医養成とそのレベルアッ
プを目的として開催してお
り、毎年、全国から2000名
以上の医師の参加がありま
す。参加者はTotal Allergist
として、内科、小児科、耳鼻
咽喉科、皮膚科、眼科という
基盤診療科のアレルギー疾
患の診断と治療について広
く知識と技術を修得される
とともに、それぞれの専門

領域のアレルギー疾患について高度な診断・治療の知識と技術を得
るべく、実技も含むプログラムに熱心に取り組まれます。
（日本アレルギー学会  第5回総合アレルギー講習会  会長  独立行政法人国
立病院機構三重病院・院長  藤澤 隆夫）

徳島の魅力満載！！
～阿波おどり公演と特産品販売～（入場無料）

2019年1月14日（月・祝）
まるごと徳島Day

徳島県大阪本部で
は、これまで関西にお
いて地元商店街と連
携した「天神天満阿波
おどり」や「阿波おど
り教室」の開催など、
阿波おどりの振興を
図ってまいりました。
この阿波おどりを核と
したイベント「まるご
と徳島Ｄａｙ」を、今
年度はさらにパワー
アップして開催しま
す。関西圏を中心に活
動する阿波おどり連
12連をはじめ、本場
徳島からも有名連が、ステージで華麗な女踊り、躍動感あふれる男踊
りを披露。また、県内市町村やとくしまマルシェによる旬の野菜や果
物、藍染め製品などの特産品販売など、まさに徳島の魅力を“まるごと
満載”した内容となっています。入場無料となっております。是非、皆さ
まのご来場お待ちしております。
（徳島県大阪本部  企画広域連合担当  髙田 朋枝）

新薬創出を志す研究者が大阪に集結
国のシンポジウムも併設開催

2019年1月23日（水）、24日（木）
第3回DSANJ Bio Conference’19

Drug  Seeds  A l l ia nce  
Network（DSANJ）とは、世
界中の病気と闘う患者さん
を治療する新薬を日本から
創出するための産官学の有
機的なネットワークです。本
ネットワークの趣旨に賛同
し、119の大学研究機関、
40の製薬企業、国、自治体
などが参画し、患者さんの希
望となる革新的な医薬品の
研究開発に向けて2日間、大
阪の地で活発なミーティン
グが繰り広げられます。
2010年から開催でのべ
864名の研究者を招聘し、
4,425件の面談を重ねるに

まで至っております（ミーティングは関係者のみ入場可）。
会期中は新薬研究開発に関する国（日本医療研究開発機構）のシン
ポジウムも併設開催されます。こちらは一般参加も受け付けておりま
すので、皆様のご参加を心からお待ちしております。
（大阪商工会議所  DSANJ事業統括  吉川 徹）

世界最先端の免疫学シンポジウム
2019年2月7日（木）、8日（金）

Next Gen Immunology 
in Health and Disease

Next Gen Immunology in 
Health and Diseaseは、文
科省「世界トップレベル研
究拠点プログラム」により
設立された大阪大学免疫学
フロンティア研究センター
(IFReC)が主催して行う、日
本と欧州のトップ免疫学研
究者による世界最先端の免
疫学研究成果について議論
する研究者向けのシンポジ
ウムです。基礎研究から臨
床研究までを網羅しており、
大学研究者・臨床医・企業
研究者の参加を歓迎いたし
ます。
参加費は無料です。シンポ

ジウムはすべて英語で行われます。
詳しくは、以下をご参照ください。
http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/ngi/
（大阪大学免疫学フロンティア研究センター (IFReC) Next Gen Immunology 
in Health and Disease事務局）

PICK UP
12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。

第1回 TAMAYURA FESTA 2018

大阪枚方市でユニフォーム販売
を行って皆様のおかげで50周
年を迎えることが出来ました。今
まで支えて下さったお客様や仕
入れ先様に何か恩返しをできな
いかとの思いで、今回の「たまゆ
らフェスタ2018」を企画しまし

た。作業服・安全靴・手袋などを取り扱うメーカー様50社以上出
展。また、弊社のお客様でもある地元企業の皆様50社以上にも出
展いただきビジネス交流会の場として活用いただきました。中央ス
テージではファッションショーや元ラグビー日本代表の大畑大介
様、同志社香里高等学校ダンス部の方などに彩っていただき、初
開催ですが大盛況のうちに終える事が出来ました。来年9月12日
にも開催いたしますのでご興味がある方は是非ご来場お待ちして
おります。
（株式会社たまゆら 総合企画本部 広報室 課長 宮田  葉子）

第19回日本分子脳神経外科学会

「日本分子脳神経外科学会」は分子生物
学・細胞生物学の観点から新しい診断法お
よび治療法の開発研究を促すことで脳神
経外科診療の向上に資することを目的に設
立され、脳神経外科領域における基礎研究
の発展を担う学会として発展してきました。
今回は「ポストゲノム時代から個別化医療
時代への展望」をテーマに特別講演や教育
講演を企画し、各分野のopinion leaderの
先生方をお招きしてご講演を賜りました。当

日は台風の影響も懸念されましたが、約160名の参加者とともに脳
神経外科学研究の最新知見と研究成果を存分に討議する場とな
り、ビックデータの統合による個別化精密医療時代を展望するため
の実りある学会になりました。
（第19回日本分子脳神経外科学会  会長  大阪医科大学脳神経外科・教授  
黒岩 敏彦）

Multi-Omicsデータを活用した脳・脊髄疾患研究
2018年8月24日（金）、25日（土）

つなぐ、つながる、ヒト、モノ、未来
働き方改革

2018年9月13日（木）

茶道教養講座第500回記念特別講演会

茶道の学びを深める場として
毎月開催している「茶道教養
講座」が第500回目を迎える
のを記念いたしまして、式典
ならびに裏千家前家元・鵬雲
斎千玄室大宗匠をお招きして
の特別講演会を開催いたし
ました。
会場となった3階イベント
ホールには750名ほどのお
客様が来られました。広い会
場の後方からも良くご覧い
ただけるように、大スクリー
ンを備えて舞台の様子を映
しました。またご来場の皆様
にお菓子と抹茶をふるまう
呈茶席を隣接して設けまし
た。大きな空間をゆったりと
使わせていただき、記念行事
を盛会に終えることができま
した。
（茶道裏千家淡交会大阪四青年
部連合会  会長  長谷川 幸則）

裏千家鵬雲斎千玄室大宗匠の特別講演会を
開催しました

2018年9月2日（日）

第66回日本心臓病学会学術集会

第66回日本心臓病学会学術集会
は、“心臓病学をケースに学ぶ、エ
ビデンスに学ぶ”というテーマのも
と開催いたしました。初心者にお
いてはケースを通じてエビデンスを
学ぶことによって理解が深まるこ
とが期待される一方、エビデンスか
らはずれたケースを学ぶことはよ
り質の高い診療を行うにあたって
重要ではないかと思い、このような
テーマといたしました。このテーマ

に基づく「ケースに学ぶ」セッションをはじめ、様々なプログラムを
多数企画いたしました。3日間で約3,000名の方にご参加いただ
き、各講演会場で活発な議論を繰り広げていただきました。
（第66回日本心臓病学会学術集会  会長  兵庫医科大学  内科学講座  循環
器内科  主任教授  増山 理）

全国の心臓病に携わる医療関係者が大阪に集結
2018年9月7日（金）～9日（日）

REPORT
開催されたプログラム
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　川を渡るためには橋が要る。というわけで、2つの川に挟まれ
た中之島は橋の宝庫でもある。堂島川と土佐堀川に架かる橋に
加えて、島内にかかるものもすべて合わせると、その数はなんと
23本。おそるべき密集度である。さらに愉快なのは、中之島に
かかる橋には眺めて楽しい「絵になる」橋が多いことだ。

　その代表格を挙げれば、やはり「ライオン橋」の愛称で親
しまれる難波橋だろう。その由来は橋の四隅に鎮座するライ
オン像。たてがみも雄 し々いその勇姿は、観光客にも大人気

だ。ところで、なぜライオンの彫刻がここに設えられたのかは、
いまいちよくわかっていないらしい。パリのポンヌフの橋を真
似た、天王寺動物園にライオンがやってきたから、単純に当
時流行っていた……諸説あるものの、いずれも説得力にかけ
る。ちなみに、このライオン像は神社の狛犬よろしく「阿吽」
の表情をしているが、一般的な神社とは阿と吽が反対という
謎も秘めている。
　この難波橋は島内に橋脚をおろして２本の川を跨いでい
るが、同じように２本の川を跨いで架かる美しい橋が天神橋
だ。難波橋、そして１本東にある天満橋と共に「浪花三大橋」
にも数えられ、その歴史の長さは中之島でも随一。現在の橋
は昭和９年（1934）に架け替えられたもので、中之島の先端
部を低いアーチを描いて延びる姿は、鳥が羽を広げたかのよ
うに悠 と々している。角度の違う二つの川をまっすぐに架橋す
るため、実は橋桁の裏に高度な工夫が凝らされている。トラ
スと呼ばれる部材が重
なり合う様子は、専門
家をも唸らせる機能美
を備えている。

　中之島の橋を歴史的な流
れの中に位置づけてみよう。
まずは先ほど挙げた天満橋・
天神橋・難波橋のいわゆる
「浪花三大橋」は別格であ
る。このうち天満橋だけは中
之島には架かっていないの
だが、それは現在の話。歴史
をさかのぼってみると、実は
中之島の東端が難波橋に達
したのは明治初年のこと。江
戸時代までは、すべて中之島
ではなく大川を跨いで架かる
まさに大橋だったのである。そう考えると、「浪花三大橋」
として錦絵などに描かれる名所だったことも頷けるだろう。
　では、それ以外の橋はどのような順番で架けられたのだ
ろう。まずは第1世代。橋が架かるにはまず人々がそこへ行
きたいと思う場所、つまり渡るべき島がなければならない。
中之島が本格的に開発されるようになったのは、江戸時代
の初頭、1610年代から。当時の中心は整備されたばかりの
城下町・船場であり、中之島は川の真ん中にできたいわば
「フロンティア」。そのため、第１世代は淀屋橋など船場から
中之島へ渡る土佐堀川に集中する。
　続く第２世代は大江橋、渡辺橋、玉江橋など。今度は一
転、堂島川に架かる橋ばかりだ。その理由はもうおわかりだ
ろう。1680年代から、中之島に続いてさらに北側に位置す
る堂島の開発が始まったためだ。江戸時代初期のこの時点
で主立った橋が出揃っているのが中之島のすごいところ。
とはいえ、当時はまだ木橋だったこともあり、明治18年
（1885）の淀川の大洪水の際には大きな被害を受け、流さ
れてしまう橋が続出した。
　第３世代は明治時代末期から昭和初期にかけて、大阪市
による大規模な都市計画の一環として建設されていく。もっ
ともこの時期には市電の敷設のため、すでにあった橋がそ
れに耐え得るように架け替えられる（近代化）ケースが目立
つ。現在残るレトロな意匠を残す橋は、ほぼこの頃に建設さ
れている。

　これ以降は新しく架
橋されるペースはぐんと
緩やかになり、中之島
や周囲の発展に応じて、
すき間を埋めるように建
設されていく。戦後の動
きで顕著なのは地盤沈
下に伴う嵩上げ。改修
工事では対応しきれず
に、架け替えられた橋も

ある。また、東端部の橋は高速道路と一体化して建設されるな
ど、橋というより道路として構想されているものもある。
　その後は、美装化やメンテナンス的なリニューアルなどが
適宜行われている。近年の流行はライトアップで、中之島の

夜の名物となり、観光スポットとしても定着しつつある。橋
はその性格上、両岸の街や都市の全体構想、あるいは自然
災害にも影響を受ける。かくして中之島はかくも個性あふ
れる橋の街となっていったのである。

　こんな風に特徴がはっきりしていて、しかもそれぞれが歴
史的に関係し合っているとなると、ただ眺めているだけでは
もったいない。近ごろ、さまざまなものを擬人化してキャラク
ター化するゲームなどが流行っているが、それに中之島の橋
をなぞらえてみたのが、月刊島民2017年11月号の「橋梁これ
くしょん」という特集だった。橋の長さや構造といったスペッ
クや、名前の由来や歴史的な変遷に加えて、「ここにＢＬ♡」
というキャプションを入れてみた。バラ園に通じ、華やかな印
象のある難波橋はお嬢様、美しく凛 し々い姿の天神橋なら誰
もが憧れる王子様など、それぞれの橋を歴史や橋同士の関
係性を踏まえながらキャラクターを与えてみたのだ。
　もちろん編集部の創造（妄
想）だが、これが意外に面白
かった。例えば、淀屋橋と大
江橋は同じ建設コンペの最
優秀案を元に架けられてお
り、同じデザインをしているも
のの、知名度には雲泥の差
がある。これを双子の姉妹と
して捉えてみるとどうだろう。
市民の好きな橋アンケートの
第1位にも輝き、常にスポットライトを浴びてきた妹（淀屋橋）
と、同じ姿をしているのになかなか注目してもらえない引っ込
み思案な姉（大江橋）のように見えてくる（そんなことはない、
という方は別の楽しみ方を探してみてください）。
　しかもこのコンペの逸話には続きがあって、その時の3等
の案を用いて設計された、いわば双子姉妹の妹にあたるの
が先代の田蓑橋。小ぶりながらバルコニーが愛らしいデザ
インの橋だったのだが、なぜ3等案なのか？　もしかして２
等案、すなわち田蓑橋にはもう１人のお姉さんがいるのかも
しれない……などと考え始めるともう夜も眠れない。
　とまあ、こんなことを考えているだけでも楽しいのが中之
島の橋。思えば、人や車が安全に通行することができれば
その目的が果たされる橋が、こんなにも魅力的な姿をして
いる中之島は、なんと贅沢な場所なのだろうか。

中之島的
聖地巡礼

月刊島民がおくる

『月刊島民』
Vol.112　2017 11/1

中之島の人気フリーペーパーとのコラボ企画

橋を見るという楽しみのある、
中之島の幸せ。

大正4年（1915）に建設された難波橋は、現在中之島に架かっている橋の中では最も古い。

剣先公園を優雅に飛び越える天
神橋。桁裏の構造や、公園へ降り
る螺旋のスロープも見どころ。

それぞれに個性的な23本の橋。

 橋
第15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）

あ うん



6

　川を渡るためには橋が要る。というわけで、2つの川に挟まれ
た中之島は橋の宝庫でもある。堂島川と土佐堀川に架かる橋に
加えて、島内にかかるものもすべて合わせると、その数はなんと
23本。おそるべき密集度である。さらに愉快なのは、中之島に
かかる橋には眺めて楽しい「絵になる」橋が多いことだ。

　その代表格を挙げれば、やはり「ライオン橋」の愛称で親
しまれる難波橋だろう。その由来は橋の四隅に鎮座するライ
オン像。たてがみも雄 し々いその勇姿は、観光客にも大人気

だ。ところで、なぜライオンの彫刻がここに設えられたのかは、
いまいちよくわかっていないらしい。パリのポンヌフの橋を真
似た、天王寺動物園にライオンがやってきたから、単純に当
時流行っていた……諸説あるものの、いずれも説得力にかけ
る。ちなみに、このライオン像は神社の狛犬よろしく「阿吽」
の表情をしているが、一般的な神社とは阿と吽が反対という
謎も秘めている。
　この難波橋は島内に橋脚をおろして２本の川を跨いでい
るが、同じように２本の川を跨いで架かる美しい橋が天神橋
だ。難波橋、そして１本東にある天満橋と共に「浪花三大橋」
にも数えられ、その歴史の長さは中之島でも随一。現在の橋
は昭和９年（1934）に架け替えられたもので、中之島の先端
部を低いアーチを描いて延びる姿は、鳥が羽を広げたかのよ
うに悠 と々している。角度の違う二つの川をまっすぐに架橋す
るため、実は橋桁の裏に高度な工夫が凝らされている。トラ
スと呼ばれる部材が重
なり合う様子は、専門
家をも唸らせる機能美
を備えている。

　中之島の橋を歴史的な流
れの中に位置づけてみよう。
まずは先ほど挙げた天満橋・
天神橋・難波橋のいわゆる
「浪花三大橋」は別格であ
る。このうち天満橋だけは中
之島には架かっていないの
だが、それは現在の話。歴史
をさかのぼってみると、実は
中之島の東端が難波橋に達
したのは明治初年のこと。江
戸時代までは、すべて中之島
ではなく大川を跨いで架かる
まさに大橋だったのである。そう考えると、「浪花三大橋」
として錦絵などに描かれる名所だったことも頷けるだろう。
　では、それ以外の橋はどのような順番で架けられたのだ
ろう。まずは第1世代。橋が架かるにはまず人々がそこへ行
きたいと思う場所、つまり渡るべき島がなければならない。
中之島が本格的に開発されるようになったのは、江戸時代
の初頭、1610年代から。当時の中心は整備されたばかりの
城下町・船場であり、中之島は川の真ん中にできたいわば
「フロンティア」。そのため、第１世代は淀屋橋など船場から
中之島へ渡る土佐堀川に集中する。
　続く第２世代は大江橋、渡辺橋、玉江橋など。今度は一
転、堂島川に架かる橋ばかりだ。その理由はもうおわかりだ
ろう。1680年代から、中之島に続いてさらに北側に位置す
る堂島の開発が始まったためだ。江戸時代初期のこの時点
で主立った橋が出揃っているのが中之島のすごいところ。
とはいえ、当時はまだ木橋だったこともあり、明治18年
（1885）の淀川の大洪水の際には大きな被害を受け、流さ
れてしまう橋が続出した。
　第３世代は明治時代末期から昭和初期にかけて、大阪市
による大規模な都市計画の一環として建設されていく。もっ
ともこの時期には市電の敷設のため、すでにあった橋がそ
れに耐え得るように架け替えられる（近代化）ケースが目立
つ。現在残るレトロな意匠を残す橋は、ほぼこの頃に建設さ
れている。

　これ以降は新しく架
橋されるペースはぐんと
緩やかになり、中之島
や周囲の発展に応じて、
すき間を埋めるように建
設されていく。戦後の動
きで顕著なのは地盤沈
下に伴う嵩上げ。改修
工事では対応しきれず
に、架け替えられた橋も

ある。また、東端部の橋は高速道路と一体化して建設されるな
ど、橋というより道路として構想されているものもある。
　その後は、美装化やメンテナンス的なリニューアルなどが
適宜行われている。近年の流行はライトアップで、中之島の

夜の名物となり、観光スポットとしても定着しつつある。橋
はその性格上、両岸の街や都市の全体構想、あるいは自然
災害にも影響を受ける。かくして中之島はかくも個性あふ
れる橋の街となっていったのである。

　こんな風に特徴がはっきりしていて、しかもそれぞれが歴
史的に関係し合っているとなると、ただ眺めているだけでは
もったいない。近ごろ、さまざまなものを擬人化してキャラク
ター化するゲームなどが流行っているが、それに中之島の橋
をなぞらえてみたのが、月刊島民2017年11月号の「橋梁これ
くしょん」という特集だった。橋の長さや構造といったスペッ
クや、名前の由来や歴史的な変遷に加えて、「ここにＢＬ♡」
というキャプションを入れてみた。バラ園に通じ、華やかな印
象のある難波橋はお嬢様、美しく凛 し々い姿の天神橋なら誰
もが憧れる王子様など、それぞれの橋を歴史や橋同士の関
係性を踏まえながらキャラクターを与えてみたのだ。
　もちろん編集部の創造（妄
想）だが、これが意外に面白
かった。例えば、淀屋橋と大
江橋は同じ建設コンペの最
優秀案を元に架けられてお
り、同じデザインをしているも
のの、知名度には雲泥の差
がある。これを双子の姉妹と
して捉えてみるとどうだろう。
市民の好きな橋アンケートの
第1位にも輝き、常にスポットライトを浴びてきた妹（淀屋橋）
と、同じ姿をしているのになかなか注目してもらえない引っ込
み思案な姉（大江橋）のように見えてくる（そんなことはない、
という方は別の楽しみ方を探してみてください）。
　しかもこのコンペの逸話には続きがあって、その時の3等
の案を用いて設計された、いわば双子姉妹の妹にあたるの
が先代の田蓑橋。小ぶりながらバルコニーが愛らしいデザ
インの橋だったのだが、なぜ3等案なのか？　もしかして２
等案、すなわち田蓑橋にはもう１人のお姉さんがいるのかも
しれない……などと考え始めるともう夜も眠れない。
　とまあ、こんなことを考えているだけでも楽しいのが中之
島の橋。思えば、人や車が安全に通行することができれば
その目的が果たされる橋が、こんなにも魅力的な姿をして
いる中之島は、なんと贅沢な場所なのだろうか。

中之島の橋はどのように
架けられていったか。

橋の歴史と関係性を、
キャラクター化してみると…。

幕末に流行した錦絵『浪花百景』より
「三大橋」。大阪府立中之島図書館蔵

先代の渡辺橋は現在よりもずいぶん華やかな印
象。背景には朝日ビルと朝日会館が見えている。
大阪市ホームページより

架け替え前の田蓑橋。白い欄干とバルコニーが美しい。後ろに見えているのは旧阪大
医学部。大阪市ホームページより

太くて短い淀屋橋。昭和10年（1935）の
設計コンペでは、大阪市役所（先代）など
との景観の調和が重視された。
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計55名が参加！バックヤードも見ることができるガイドツアー！

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

生きた建築、グランキューブ大阪の魅力を
たくさんの方々に伝えることができました。
10月27、28日に行われた「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」。通称“イケフェス”に、グランキューブ大阪も参加しました。建築界の巨匠、黒川紀章氏
のこだわりが詰まった建物や空間を見るために、当日は見学者の方々がたくさん訪れました。また､恒例のガイド付き施設見学ツアーも催行。お天気に恵まれた
今年は、全ての方に屋上ヘリポートを見学していただくこともできました。

スタート時には､円形のプラ
ザステージで、黒川紀章氏
の建築思想について説明。
今年は会議場のジオラマを
用意しました。

ふだんは絶対に見ることができない屋上ヘリポートへ。大阪の街が一望でき
る眺めも抜群で、みなさん夢中になって写真を撮影しておられました。

エスカレーターなどのメカ部
分を大胆に見せてしまうの
も、黒川紀章氏の思想。松
葉をイメージした絨毯など細
かいこだわりについても見て
いただきました。

皇太子殿下も訪れたことのある､特
別な会議室へもご案内。和のテイ
ストの重厚な空間や、大理石張り
の豪華なお手洗いに感嘆の声が。

1階「円形ステージ」

2階「エスカレーター」

「VIPルーム」

ムスリムの来場者も増えていること
から誕生した礼拝室。最大4名が静
かにお祈りできる空間です。

11階「礼拝室」

株式会社大阪国際会議場の会議
室。1995年に大阪で開催された
APECで使用された机、特注の椅
子などに誰もが興味しんしん。

9階「大会議室」

地下にある荷捌きスペースと業務
用エレベーターも見学。コンサート
や展示会場に運ぶ大型の荷物は、
ここから出入りします。

地下「荷捌場」

屋上「ヘリポート」

1

2

3

4 6

5 7

グランキューブ大阪は
自然との調和をテーマとした
建物なんだ！

宇宙的な
カッコ良さが
あるよね！

ここに来られただけでも
価値あるツアーかも！

間接照明が
落ち着く空間。

こんな広い
エレベーター
見たことある？

こどものためのツアーも開催！

建築史家・倉方俊輔氏と行く
イケフェスの「こどもツアー」には
10組20名が参加しました。
28日には、建築史家として活躍される倉方俊輔氏の引率で「こどもツ
アー」が行われました。1階円形ステージで黒川紀章氏の建築について
説明したあと、ヘリポート、礼拝室、VIPルームへ。専門家の分かりやす
い説明に、こどもたちの目もキラキラ。

ヘリポートに
上がった時は
思わず声を上げて
しまいました！

何度か訪れたことは
ありますが､
細部へのこだわりを知って
見方が変わりそうです。

お祈りルームが
今風でいいなと
思いました。

1時間では
物足りないと
感じたほど
楽しかったです。

ヘリポートからの
景色が本当に美しく、
大阪とは思えないほど
広い空にびっくり。

普段は入れない
バックヤードや屋上に
行くことができ満足です。

参加者の
感想



パートナー企業のご紹介

ホテルＮＣＢ

グランキューブより
徒歩３分！

〒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

TEL:06-6443-2255   http://www.hotel-ncb.co.jp/ご予約のお問合せは

●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
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　11階のビジネスセンターは、お客様が催事に使用される荷物をお
預かりするサービスがあります。前日までに到着した荷物を受け取
り、保管するのが私どもの主な業務です。心がけているのは、やはり
間違いがないこと。グランキューブ大阪では1日に複数の催事が開催
されており、多い日には100個以上の荷物がセンターに届く場合もあ
ります。荷物が混ざらないよう、例えば10個おあずかりしたら「1 ／
10」「2 ／ 10」…という札を、お客様のお名前と共に貼ることを徹底。
事前の申し込み書との個数が合わない時はその場で確認することも
心がけています。また当センターから荷物を発送する代理店業務も
行っており「受け取りも発送もできるのが便利」とお客様には喜んで
いただいています。

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。
テルウェル西日本株式会社　関西支店

あらゆる催事がスムーズに
行われるように、荷物をお預かり。

　ステージやイベントの装
花をはじめ、楽屋花や花束
のオーダー、館内の観葉植
物など…私どもは、お客様
の目を楽しませ、心を和ま
せる「花と緑」のプロフェッ
ショナルです。創業は大正
2年、100年以上続く老舗な
らではの経験やテクニック
が三芳園の強み。例えば､
講演会や発表会などの舞
台装花においては、会場空
間の大きさを考慮したボ
リューム感を心がけたり、
室内でも自然を感じていた
だけるよう季節感を意識し
たり。過去には学校の卒業
式セレモニーで、桜の枝をダ
イナミックに使ったアレンジ
メントを提供し、大変好評
でした。花があれば、それ
だけで空間が生き生きと明
るくなります。そんな装花の
魅力を全てのお客様にお届
けできるよう、これからも
技術と感性を磨いていきた
いと思います。

舞台の装花や館内のグリーン…
花と緑の力で空間を瑞々しく。

スタッフの多くが国家資格である
フラワー装飾技能士を取得しています。

アウトソーシング事業部　営業担当　サブマネージャー
川浪　光裕 氏

リーガロイヤルホテル内  フローリスト三芳園
フラワーデザイナー　大阪国際会議場担当
吉岡　正晃 氏

※肩書は取材当時のものです。

「宅配便等預かりサービス」の申し込みは、
ファックスでもメールでも。
詳しくは営業担当にお尋ねください。
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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
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下
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下
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線
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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

うつぼ公園

大阪
天満宮

中之島公園

蓮生

そば喜邐 山く
大阪土山人

江戸堀 武蔵野

SoLiLité

■DATA　住所／大阪市福島区福島2-8-1（グランキューブ大阪より徒歩約10分）  ※境内は拝観自由

　学問の神、菅原道真公を御祭神とする天満宮が福島には三
つあり、ここは「上の天神」とも呼ばれています。道真公が太宰府
に下る際、道中で受けたもてなしに感激して描き残した絵姿を
祀ったのが始まりとか。福島界隈のにぎやかな街中にありながら
境内は厳かな雰囲気です。

福島天満宮

野田恵美須神社

サムハラ神社

至京橋

福島天満宮

御霊神社

■DATA　住所／大阪市福島区玉川4-1-1（グランキューブ大阪より徒歩約10分）  ※境内は拝観自由

　かつて野田城があったとされる場所にある神社です。境内は
広く閑静で、本殿は堂々たる建物。平安時代の末期、当地の
人々によってエビス大神が祀られたのが起源といわれています。
現在は福島、野田の「えべっさん」として商売人にはなじみ深い
存在です。

野田恵美須神社

■DATA　大阪市中央区淡路町4-4-3（グランキューブ大阪より徒歩約20分）  ※境内は拝観自由

　朱い大きな鳥居が鮮やかな目印。明治から大正時代にかけ
て人形浄瑠璃御霊文楽座があった神社で「文楽座の跡」と刻
まれた記念碑があります。近松門左衛門や谷崎潤一郎など文
学にも登場する場所であり、拝むと肌に良いといわれる御神木
のクスノキや、青銅の狛犬など見どころいっぱい。

御霊神社

■DATA　住所／大阪市西区立売堀2-5-26（グランキューブ大阪より徒歩約17分） ※境内は拝観自由

　本町のビジネス街にひっそりと佇む神秘の神社。サムハラとは、造化
三神を総称した言葉で、怪我・災難を除ける護符として伝承される不
思議な文字。サムハラ、という神字に宿るご利益が近年話題となり、御
朱印やお守りを求めて多くの人々が訪れる話題のスポット。神社前には
災難や危険から守られた人々の実体験がパネルで紹介されています。

（サムハラ）神社
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おいしい年末の年越し蕎麦も、めでたいお正月の初詣も、中之島でいかがですか。

たべる

江戸堀 武蔵野
　創業1965年。名物のそばは、関西風とは一味違う目近をはじめ
とした節の風味が活きた濃い目のダシが自慢。山形にある名牧
場の三元豚や京都の老舗専門店の生麩など、各地の名食材を活
かした一杯が揃うのも特徴です。そば、うどん、丼が充実する昼
営業が主ですが、曜日限定で「京町堀 武蔵」と名を変え一品とお
酒が楽しめる夜営業も行っています。

　契約農家より玄蕎麦を直接仕入れ、石抜き、磨き、皮むきの処理から
石臼挽き自家製粉にまでこだわった手打ち蕎麦が味わえます。人気の
すだちそばは、濃厚な鰹出汁にすだちの爽やかな風味が食欲をそそ
る一杯に仕上がっています。単品だけでなく、そば会席や、鴨鍋などの
コースメニューも用意されているので、大人数での宴会も可能です。

大阪土山人 ～石臼挽き自家製紛手打ち蕎麦～

蓮生
　福島が飲食店激戦区
になる10年以上前から、
路地裏の雑居ビルで暖
簾も出さずに営業。生駒
にあったそばの名店「春
知」で腕を磨いた女性
店主が切り盛りする、知
る人ぞ知る名そば屋で
す。おすすめはざるそ
ば。石臼挽きのそば粉
を使い店主自ら打つ十
割そばは、のど越しの良
さとそばの香りと甘み
が存分に楽しむことが
できます。

■DATA　住所／大阪市西区京町堀
2-1-10　☎06-6441-2340　営業時間
／11：00～15：00※水木金は「京町堀武
蔵」として18：00～22：00の夜営業あり　
休／日曜・祝日　アクセス／京阪中之島線
「中之島駅」より徒歩10分
●メニュー／平田牧場の三元豚　880円

■DATA　住所／大阪市福島区福島2-8-3　☎06-6455-6613　営業時間／18:00～22:00　※
麺が無くなり次第終了。7:00～10:00・11:00～16:00はうどん讃くとして営業　休／日曜・祝日　アク
セス／JR東西線「新福島駅」より徒歩3分

■DATA　住所／大阪市福島区福
島2-9-22　☎非公開　営業時間／
11:30～15:00・18：00～20：30※
売切れ次第終了　休／日曜・祝日の
夜　アクセス／JR東西線「新福島
駅」より徒歩2分

■DATA　住所／大阪市福島区福島
1 - 1 - 4 8堂島クロスウォーク1F　☎
06-6345-3360　営業時間／月曜～土
曜：11:30～15:00（LO14:30）・17:30～
22:30（LO22:00）、日曜・祝日：11:30～
15:30（LO15:00）・17:30～22:00
（LO21:30）　休／月曜、第2第4火曜※
月曜が祝日の場合は営業。翌日休。　アク
セス／阪神本線「福島駅」より徒歩5分

そば喜邐 山く
　福島の行列ラーメン店「三く」の山
本店主が手掛けるそばの店。スープ
づくりの技を駆使し、サバ節、煮干
し、花ガツオなどから丹念にとる魚
介をきかせた甘めのダシと、50年以
上のキャリアを持つ職人による手打
ちそばを武器に多彩なメニューを提
供。リブロース、ホルモン、野菜と
いった山盛りの具材を甘辛ダシでい
ただく伊賀鍋一人前2000円もぜひ。

関
西
屈
指
の

ラ
ー
メ
ン
店
主
に
よ
る

注
目
の
そ
ば
処
。

老若男女問わず楽しめる
手打ち蕎麦の名店。

●メニュー／すだちそば　1250円

●メニュー／ざる　800円

食材の味わいを活かす
一杯が自慢の老舗。

●メニュー／鴨セイロそば　1000円

旨
い
十
割
そ
ば
を

味
わ
う
な
ら

迷
わ
ず
こ
こ
へ
。

　大阪上本町「なかたに亭」、東京自由ケ丘「オリジ
ンヌ・カカオ」で研鑽を積んだシェフパティシエによ
る、チョコに特化した気鋭のスイーツ店。看板のボン
ボンショコラは、厳選カカオの豊かな風味と滑らかに
溶けるきめ細やか食感が衝撃的。お酒を極力使わ
ず万人受けする甘さに仕上げているのでお土産に
も最適です。焼菓子やパウンドケーキもおすすめ。

SoLiLité ソリリテ

宝石級のチョコスイーツを中之島で発見。

■DATA　住所／大阪市西区江戸堀2-2-5　☎06-4980-8518
営業時間／10:00～19:00　休／火曜
※その他不定休あり。詳しい営業日程は　http://solilite.site/　で確認を
アクセス／京阪中之島線「中之島駅」より徒歩10分

ショコラショコラ
1836円

焼き菓子詰め合わせ6種
1728円

ボンボンショコラ
詰め合わせ10ピース
3240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11月16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

作品募集中！！

NAKANOSHIMA-STYLE.COM では毎年恒例のフォトコンテストを実施します。
第13回となる今年のテーマは、「中之島　みらいへの絆」。
まちの人 と々の交流や親子の微笑ましい光景、また、植物、自然とつながる絆など、中之
島のみらいへ伝えたい絆を感じるシーンを募集します。
昨年に引続き、Instagramとメール、いずれの方法でもエントリーいただくことができ
ます。この機会にお気に入りの作品をお気軽にご応募ください。

第13回　NAKANOSHIMA-STYLE.COM

フォトコンテスト
テーマ「中之島 みらいへの絆」

募集期間  2018年9月21日（金）～11月30日（金）

▲2017年度最優秀賞　作品名：うたかた／さかさま　撮影場所：土佐堀橋　Photo by 中臣モカマタリ

「中之島　みらいへの絆」

今年のテーマに沿った写真
2017年12月～2018年11月までに撮影されたもの
作品のご応募はおひとりさま5点まで　※郵送でのご応募は不可

2018年9月21日（金）～11月30日（金）

テ ー マ

応 募 規 定

募 集 期 間

当Webサイト内及び公式Instagramで発表します。
入賞者の皆さまには、Instagramのダイレクトメッセージや
メールでご連絡します。
尚、連絡が取れない場合は、入選取り消しになります。

中之島まちみらい協議会

審査結果発表

主　　　　催

応募要項

最優秀賞

応募方法

1スマートフォンにInstagramをインストールし、アカウントを開設
2公式アカウント nakanoshima_style をフォロー
3写真をInstagramに投稿※投稿時に以下の書き込みをお願いします
●コメント欄に「作品タイトル」・「撮影場所」・「撮影月」を記載
●ハッシュタグ　#中之島フォトコン2018　#中之島　をつける
※ハッシュタグのない投稿は無効とさせていただきます。
※アカウントは必ず、公開の状態でご応募ください。

Instagram応募の場合

デジタルカメラ、モバイルデバイス等で撮影されたデジタルデータをメールに添付して
以下の送付先にご応募ください
●ファイル形式 : JPEG（2MB以内）
●送付先　oubo@nakanoshima-style.com
●応募メールに、「作品タイトル」、「ニックネーム」、「撮影場所」、「撮影月」を
　記載してください
※尚、メールでご応募いただいた作品は、事務局より公式Instagramアカウントに
　投稿させていただきます。予めご了承ください。

メール応募の場合インスタグラム
でも

応募できる！

1名様
優秀賞
5名様

＜コンラッド大阪＞
お食事券
（10,000円相当）

　 ＜リーガロイヤルホテル＞
「ショコラブティック レクラ」
のお菓子（3,000円相当）

水都大阪
満喫チケット
（3,300円）Aもしくは

Bのいずれかを
お選びください。

PICK UP NEWS

※お一人様分

A B

https://www.nakanoshima-style.com/photo2018詳細はウェブサイトまで

※賞品画像はイメージです。
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