
 
 
 
 
報道関係者各位 

2007 年 7 月 2 日 
森ビル株式会社 

 
竹中平蔵氏と 21 世紀を生きる日本人のライフスタイルを考える 

第一回ゲストは福原義春氏 

～ 『ぼくの複線人生』 遊びをせんとや生まれけむ ～ 

 

森ビル株式会社（東京都港区 代表取締役社長 森 稔）が運営する社会人向け教育機関「ア

カデミーヒルズ」（六本木ヒルズ森タワー49 階、理事長 竹中 平蔵）は、都市における知

的生活をより豊かにする為の新たな取り組み「“ライフスタイル”サロン 2007」を 7 月 11
日より開催します。 
 
アカデミーヒルズは、人と人、人と文化などとの「新しい出会い」を生み出すことが、都

市に求められる機能であると考え、都市における「新たな知の拠点」をコンセプトに、個

人の知的活動を支援するための場所・ネットワーク・教育の機会を提供しています。 
 
第 1回ゲストは福原義春・㈱資生堂名誉会長 
アカデミーヒルズがこのたび開催する「“ライフスタイル”サロン 2007」では、竹中平蔵

アカデミーヒルズ理事長をモデレーターとして、新しいライフスタイルを考えるきっかけ

となる書籍を 1 冊選定し、その著者もしくは関係者をゲストに招いて講演いただくほか、

ゲストおよびサロン参加者とのディスカッションを行います。 
7 月 11 日に開催される 1 回目は、ビジネス界の文化人として著名な福原義春氏（株式会

社資生堂 名誉会長）をゲストに招き、文化的教養に基づいた日本人の新しいライフスタ

イルについて竹中氏が参加者と共に探求していきます。現代の日本人が「キャリアアップ

のために学ぶ」ことに注力するなか、「人生をより豊かに生きるために学ぶ＝教養」を身に

つける「場」として、今後も 2 カ月に 1 回のペースで当サロンを開催いたします。 
 

【第 1 回 “ライフスタイル”サロン ２００７ 実施概要】 

■テーマ：21 世紀 日本人のライフスタイルについて 

～『ぼくの複線人生』 遊びをせんとや生まれけむ ～ 

■日時  ： ２００７年７月１１日（水）１９：００～２１：００ 

■場所  ： アカデミーヒルズ（六本木ヒルズ森タワー49 階） タワーホール 

■主催  ： アカデミーヒルズ 

■ゲスト  ：福原 義春     株式会社資生堂 名誉会長 

■モデレーター  ：竹中 平蔵   アカデミーヒルズ理事長 

■参加者 ： 約２００名（アカデミーヒルズ 六本木ライブラリー会員など）

  



 
【登壇者プロフィール】 
 
 福原義春 1931 年東京生まれ。1953 年慶応義塾大学経済学部卒業と同時に株式会社資生堂入社。

1987 年代表取締役社長、1997 年代表取締役会長を歴任。2001 年、名誉会長に就任。 

 

東京都写真美術館長、（財）かながわ国際交流財団理事長、（社）企業メセナ協議会会長、

東京芸術文化評議会会長、全日本蘭協会名誉会長、日本経団連事業委員長、日仏経済人

クラブ日本側議長、日伊ビジネスグループ日本側議長、パリ日本文化会館運営審議会日

本側議長、パリ日本文化会館支援協会会長（社）園芸文化協会名誉会長、経済人同人誌

「ほほづゑ」代表世話人、ほか公職多数。 
 

 竹中平蔵 

 
 
 

【アカデミーヒルズ  http://www.academyhills.com】 
森ビルは「世界的文化都心の創造」をヴィジョンに、街づくりに「都市を創る（ハード面）」

と「都市を育む（ソフト面）」の両面から取り組んでいます。「都市を育む」取り組みの一

つとして、森ビルが運営するアカデミーヒルズ（理事長 竹中平蔵 慶応義塾大学教授）

は“自律的に自立する個人の支援”をミッションに、「アーク都市塾」「Roppongi BIZ」「ア

ーテリジェントスクール」などを運営する「スクール事業」、会員制図書館を運営する「ラ

イブラリー事業」、貸しホール・貸会議室を運営する「フォーラム事業」の 3 つの機能を軸

に、都市生活者に対して「知的活動の場」と「教育の機会」を提供しております。 
 
【アカデミーヒルズ六本木ライブラリー  http://www.academyhills.com/library/】 
カフェやサロンスペースを併設した会員制のライブラリーで、現在の会員数は約 2600 名。

４９階のロケーションや早朝７時から深夜２４時までの開館時間など、六本木ライブラリ

ーならではのサービスが、会員の方の支持を受けています。企業や学校などの組織に頼ら

ずに生きる、２１世紀の自律した個人が、最新の情報や書籍を入手し、ネットワークを築

いていくための「場」を提供することを目指しています。 
 

1951 年和歌山県生まれ。一橋大学経済学部卒業。ハーバード大学客員准教授、慶應義

塾大学総合政策学部教授などを経て、2001 年小泉内閣で経済財政政策担当大臣。2002

年金融担当大臣、2004 年郵政民営化担当大臣兼務、2005 年総務大臣。この間 2004 年

より参議院議員。2006 年小泉内閣終焉とともに辞職。同年 12 月アカデミーヒルズ理事

長に就任。現在、慶應義塾大学教授・グローバルセキュリティ研究所所長も務める。 

【本件に関してのお問合せ先】 

森ビル株式会社 広報室 野村・深野 TEL :03-6406-6606  FAX： 03-6406-9306 
        アカデミーヒルズ 深町 TEL :03-6406-6649  FAX： 03-6406-9350
住所： 東京都港区六本木 6 丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー 私書箱 1 号 
E-mail：koho@mori.co.jp 
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· 福原義春




· 竹中平蔵




【アカデミーヒルズ　　http://www.academyhills.com】

森ビルは「世界的文化都心の創造」をヴィジョンに、街づくりに「都市を創る（ハード面）」と「都市を育む（ソフト面）」の両面から取り組んでいます。「都市を育む」取り組みの一つとして、森ビルが運営するアカデミーヒルズ（理事長　竹中平蔵　慶応義塾大学教授）は“自律的に自立する個人の支援”をミッションに、「アーク都市塾」「Roppongi BIZ」「アーテリジェントスクール」などを運営する「スクール事業」、会員制図書館を運営する「ライブラリー事業」、貸しホール・貸会議室を運営する「フォーラム事業」の3つの機能を軸に、都市生活者に対して「知的活動の場」と「教育の機会」を提供しております。


【アカデミーヒルズ六本木ライブラリー　　http://www.academyhills.com/library/】


カフェやサロンスペースを併設した会員制のライブラリーで、現在の会員数は約2600名。４９階のロケーションや早朝７時から深夜２４時までの開館時間など、六本木ライブラリーならではのサービスが、会員の方の支持を受けています。企業や学校などの組織に頼らずに生きる、２１世紀の自律した個人が、最新の情報や書籍を入手し、ネットワークを築いていくための「場」を提供することを目指しています。
















		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





		

		



		





		

		





		

		



		

		



		

		



































日比谷線／六本木駅


徒歩3分


(コンコースにて直結)





大江戸線／六本木駅


徒歩6分


�大江戸線／麻布十番駅


徒歩9分





南北線／麻布十番駅


徒歩12分


�千代田線／乃木坂駅


徒歩10分
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参加





福原義春氏


写真�





1951年和歌山県生まれ。一橋大学経済学部卒業。ハーバード大学客員准教授、慶應義塾大学総合政策学部教授などを経て、2001年小泉内閣で経済財政政策担当大臣。2002年金融担当大臣、2004年郵政民営化担当大臣兼務、2005年総務大臣。この間2004年より参議院議員。2006年小泉内閣終焉とともに辞職。同年12月アカデミーヒルズ理事長に就任。現在、慶應義塾大学教授・グローバルセキュリティ研究所所長も務める。





竹中平蔵氏


写真





1931年東京生まれ。1953年慶応義塾大学経済学部卒業と同時に株式会社資生堂入社。1987年代表取締役社長、1997年代表取締役会長を歴任。2001年、名誉会長に就任。


東京都写真美術館長、（財）かながわ国際交流財団理事長、（社）企業メセナ協議会会長、東京芸術文化評議会会長、全日本蘭協会名誉会長、日本経団連事業委員長、日仏経済人クラブ日本側議長、日伊ビジネスグループ日本側議長、パリ日本文化会館運営審議会日本側議長、パリ日本文化会館支援協会会長（社）園芸文化協会名誉会長、経済人同人誌「ほほづゑ」代表世話人、ほか公職多数。








【本件に関してのお問合せ先】
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　　　　　　　　アカデミーヒルズ　深町　TEL :03-6406-6649　 FAX： 03-6406-9350
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E-mail：koho@mori.co.jp
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