
 
 

平成２８年４月１４日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

大阪商工会議所が設置・運営する大阪企業家ミュージアム（館長：宮本又郎 大阪大学

名誉教授）は、本年６月で創立 15 周年を迎えるにあたり、「企業家精神 その継承と発展」

をテーマに記念講演会を６月８日（水）に、創立記念無料ウイークを 6 月 4 日（土）～

10 日（金）に開催する。 

大阪企業家ミュージアムは、明治以降、大阪で活躍した企業家の事績を今に伝えるとと

もに、次代を担う人材の育成を目的に、大阪商工会議所が平成１３年 6 月 5 日に創設し

た施設。 

 

＜記念講演会＞６月８日（水）14:00～16:15 於：大阪産業創造館 4階イベントホール 

  ◆第１部 講 演  佐伯保信氏（大起水産株式会社 代表取締役会長） 

  （14:00～15:20）  「創業からの道のりと今後の事業展開」 

            駒村純一氏（森下仁丹株式会社 代表取締役社長） 

           「老舗企業の改革」 

  ◆第２部 鼎 談  「企業家精神 その継承と発展」 

（15:30～16:15）  佐伯保信氏（大起水産株式会社 代表取締役会長） 

              駒村純一氏（森下仁丹株式会社 代表取締役社長） 

              宮本又郎（大阪企業家ミュージアム館長・大阪大学名誉教） 

◆無料見学会     記念講演会第２部終了後、16:30 から 45 分間のガイド付き無料見

学会を開催。先着 50 人に記念品「特製五代友厚ノート」を進呈する。 

※参加費無料、定員２５０人、申込先着順。（定員になり次第締め切ります。） 

 

＜創立記念無料ウイーク＞ 

◆6 月 4 日（土）～10 日（金）5 日間を創立記念無料ウイークとし、期間中の入館料を無料

とする。加えて期間中、アンケート回答者先着 100 人に同ミュージアムのガイドブックを

進呈する。 

 

 

＜添付資料＞ 

・創立 15 周年記念講演会ご案内 

・創立記念無料ウイークご案内 

以 上 

【問合先】 
 大阪商工会議所  
 大阪企業家ミュージアム（上野、廣田） 
 ＴＥＬ：０６－４９６４－７６０１ 

｢大阪企業家ミュージアム創立15周年記念講演会｣

ならびに｢創立記念無料ウイーク｣の開催について 

記者配布資料 



TEL: 06-4964-7601 

大阪企業家ミュージアム 

大阪企業家ミュージアム 大阪市中央区本町1-4-5 お問い合わせ 

｢企業家精神 その継承と発展｣ 

2016年6月8日(水)  

 14:00~16:15 
大阪産業創造館4階 
イベントホール（定員250名） 
大阪市中央区本町1-4-5 

創立15周年記念講演会 

●第１部 講 演 
 14:00～15:20 
 
 佐伯保信氏 

 (大起水産㈱代表取締役会長) 
  「創業からの道のりと 
          今後の事業展開 」 

 駒村純一氏 
    (森下仁丹㈱代表取締役社長) 
     「老舗企業の改革」 

参加無料 

●第２部 鼎 談 

   15:30～16:15 
 「企業家精神 その継承と発展」 
 佐伯保信氏 (大起水産㈱代表取締役会長) 
 駒村純一氏 (森下仁丹㈱代表取締役社長) 
 宮本又郎   (大阪企業家ミュージアム館長 
         大阪大学名誉教授) 

 明治以降、大阪で活躍した企業家の事績を
今に伝えるとともに、次代を担う人材の育成を
目的に大阪商工会議所が創設・運営する大阪
企業家ミュージアムは、2001年6月5日のオー
プン以来、本年6月で15周年を迎えます。 
 そこでこのたび、「企業家精神 その継承と発
展」をテーマに記念講演会を開催いたします。 
 日々新たな事業への挑戦と変革に取り組む
企業経営者の皆様、これから創業を目指す
方々にもぜひともご参加いただきたく、ご案内
申しあげます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

当日は、記念講演会「第２部鼎談」終了後、16：30 より大阪産業創造館地下１階の大阪企業家ミ

ュージアムにて無料見学会（約 45 分）を開催いたします。見学会参加者には先着５０名様に記念品

（特製「五代友厚ノート」）を進呈いたします。この機会にぜひともご参加ください。 

 ※記念講演会受付にてお渡しする「無料見学会参加票」と引き換えに記念品を進呈いたします。記念品が  

なくなり次第、終了いたしますのでご了承ください。 

◆大阪企業家ミュージアムのホームページは   http://www.kigyoka.jp/◆ 

 

FAX（06）6264-6011                         大阪企業家ミュージアム 行 

大阪企業家ミュージアム創立 15 周年記念講演会（ ６ /８ ）参加申込書 

社名  電話  

氏名  部署･役職  e-mail  

氏名  部署･役職  e-mail  

氏名  部署･役職  e-mail  

※ 参加票は発行いたしません。満席の場合のみ、当方よりご連絡いたします。 
※ お申込みいただきました個人情報については、本講座の運営に用いるほか、ご記入いただいたメールアドレスは、大

阪商工会議所、大阪企業家ミュージアムからの連絡・情報提供（Ｅメールでの事業案内を含む）に利用するのをはじ
め、講師には参加者名簿としてお渡しします。 

講師ならびにコーディネーターのご紹介 

宮本又郎（大阪企業家ミュージアム館長・大阪大学名誉教授） 
1943 年生まれ。神戸大学経済学部卒業後、大阪大学経済学部教授等を経て、200８年大阪
企業家ミュージアム館長に就任、現在に至る。企業家研究フォーラム顧問。専門は日本経済
史・日本経営史。『近世日本の市場経済―大坂米市場分析』（有斐閣 1988）で日経・経済図
書文化賞と NIRA 政策研究・東畑記念賞を受賞。04 年に大阪市民表彰（文化功労）を受け
る。近著に「商都大阪をつくった男 五代友厚」（NHK 出版 2015 年）など。 

佐伯保信氏（大起水産株式会社 代表取締役会長） 
1944 年生まれ。75 年大阪府堺市で塩干類の卸売業として創業。日本人の“魚離れ”が
進むなか、魚の需要拡大に取り組み、世界の漁港から届く新鮮で美味しい魚の提供を目指
し持ち帰り寿司店、回転寿司店をスタート。独自の流通システムを築き「街のみなと」な
ど物販店と回転寿司を中心とした外食店舗を展開する。生・本マグロの解体ショーの演出
などを通し、“鮮度はごちそう”を追求。またインバウンド対応にも注力し、新鮮で安心安
全な日本の食文化を世界に発信している。 

駒村純一氏（森下仁丹株式会社 代表取締役社長） 
1950 年東京都生まれ。73 年慶應義塾大学工学部卒業後、三菱商事株式会社入社。97 年
10 月同社イタリア事業投資先 Miteni 社社長に就任。 
その後、2003 年、執行役員として森下仁丹株式会社に入社。06 年代表取締役社長に就任。
老舗のブランド力を活かしたヘルスケア事業や、シームレスカプセルに代表される最先端の
カプセル技術提供による共同研究・開発など、伝統の継承とチャレンジ精神を融合させるこ
とで見事に経営回復を遂げる。 

 

 

 

大阪企業家ミュージアム 「無料見学会」のご案内 

http://www.kigyoka.jp/


大 阪 商 工 会 議 所 

 

      

 
 

 

～ 創立 15 周年を記念して、期間中の入館料が無料！～ 
 
～期間中、アンケートに答えると先着 100 名様に大阪企業家 

ミュージアム ガイドブックを進呈！～ 
 
～６月８日（水）16：30 からガイド付き無料見学会を 

開催（約 45 分、申込み不要）～ 
 

大阪企業家ミュージアムとは 
 

「大阪企業家ミュージアム」は、五代友厚、松下幸之助、小林一三など 

明治以降、大阪を舞台に活躍した企業家 

105 人の事績をゆかりの品々とともに 

紹介しています。企業家精神を今に伝える 

わが国初の施設として、大阪商工会議所が 

2001 年 6 月に開設いたしました。 

このたび創立 15 周年を記念して、 

入館料無料ウイークを実施いたします。 

 

この機会に、今日の大阪を築いた企業家たちの高い志と勇気、 

そして英知を…このミュージアムで感じてみませんか ？ 

 

2016 年 6/4（土）～6/10（金） 
 

大阪企業家ミュージアム創立１５周年記念 

 

 
 
 
 



例えば・・・ 
 
① 銀行マンから鉄道経営に転身した小林一三は、沿線を

郊外住宅地として開発するとともに、家族が楽しめる
観光・レジャーを事業化していきました。 

 
② これまで捨てられていた牡蠣の煮汁にグリコーゲンが

含まれていることを知った江崎利一は、それを子供の
お菓子に練りこんで、グリコのキャラメルが誕生しま
した。 

 
③ 日清食品の安藤百福が世界初のカップラーメンを完成

させたのはなんと 61 歳の時でした。 

～ １０５人の企業家を一堂に紹介 ～ 

大阪企業家ミュージアムは、知られざるエピソードの宝庫です。 

 

場所は、 大阪産業創造館 地下１階   下記地図をご参照下さい 

無料期間は、 6 月 4 日（土）～10 日（金） （５日(日)・６日(月)は休館） 

開館時間は、火、木、金、土曜日は 10:00～17:00、水曜日は 10:00～20:00 

（いずれも入館は閉館時間の 30 分前まで） 
 
※6 月 8 日（水）は 16:30 からガイド付き無料見学会を開催（45 分、申込み不要） 
 
◆お問合せ◆ 大阪企業家ミュージアム 大阪市中央区本町 1-4-5 電話：06－4964－7601 
                   ホームページ ⇒ http://www.kigyoka.jp/ 

 

 
 

    

皆さまのご来館をお待ちしています！ 
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