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■ 1 月の投資環境と基準価額の動き 

2010 年 1月の世界の株式市場は、金融緩和と景気・企

業業績回復への期待を背景に、昨年末からの上昇基調を

受け継いで右肩上がりの明るいスタートを切りました。しかし、

中旬から状況は一変し、世界的に調整色が強まりました。 

急激な下落の原因として世界共通なのは、米国と中国の

動きです。まず中国ですが、08 年後半から巨額の景気刺

激策を実施した結果、高い成長軌道にいち早く戻っていま

す。ただ、最近では、不動産などの資産価格や物価の上昇

が目立ってきました。そこで中央銀行は、資産バブルの拡大

や景気の過熱を防ぐために、金融を引締めの方向に転換し

ました。中国の成長率鈍化は世界の景気回復のマイナスと

懸念され、株価下落の一因となりました 

次に米国ですが、オバマ政権が打ち出した新たな金融

規制案が投資家心理を悪化させました。この規制案は、巨

大な金融機関が過大なリスクを負うことによって、金融市場、

ひいては経済が大きく混乱したとの反省に基づいて提出さ

れたものです。次の危機を未然に防ぐための方策なのです

が、他方で、投資資金の供給を細らせ、結果的に経済の成

長力を弱めることにつながりかねないと懸念されました。 

月末にかけては、ギリシャを中心に欧州諸国で巨額の政

府債務が問題視されました。1 月には、特に為替市場にこ

の影響が大きく出て、ユーロ下落の原因となりました。 

 

こうした株式・為替市場の動きを受け、おふくろファンドの基準価額は、1 月 13 日に 9,217 円まで値上がりしましたが、

月末は 8,742 円と、昨年 12月末に比べて 2.62%のマイナスで終わりました。 

 

■ 運用の状況 

1月は、前半からじりじりと上昇する相場展開でしたので、買い付けは見送りましたが、株価が下落した月末にかけて4フ

ァンドを買い付けました。1月末時点の組入比率（投資先のファンドの時価の合計が

資産全体に占める割合）は、12月末（83.85%）から低下して80.51%で月末を迎えま

したが、月末買い付け分の計上日である 2月 1日には 84.01%に高まっています。 
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←携帯でも基準価額が 

ご覧いただけます♪ 

浪花おふくろファンド　（愛称：おふくろファンド）　　基準日：2010/1/29
＜ファンド概況＞

基準価額　（1万口当たり）
純資産総額

指定投資信託（組入れファンド）

設定日
信託期間
決算日

＜資産構成比率＞

指定投資信託
短期金融資産（コール等）

（小数点第3位四捨五入）

＜期間別騰落率＞

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 設定来

-2.62% 2.99% 4.48% 31.06% -12.58%
（小数点第3位切り捨て）

＜組入れファンドの内訳＞ （基準価額：1/28付け。騰落率：09/12/29と比較）

基準価額 月間騰落率 組入比率

7,949円 -1.68% 23.08%

12,540円 -1.06% 21.66%

6,473円 -4.97% 19.24%

8,703円 -6.01% 16.51%
（小数点第3位切り捨て）

TMA長期投資

さわかみ

ALAMCOハリス　グローバル

コムジェスト・エマージング

8,742円
386,455,015円

4本

2008年4月8日

ファンド名

無期限

毎年3月3日

80.51%

19.49%

＜基準価額の推移（円）＞ 
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■ 当面の投資環境見通し 

2 月に入ってから世界の注目を集めているのは、ギリシャ

をはじめ欧州のいくつかの国が抱えている財政赤字の問題

です。小さな話ではありませんから注視すべきですが、これ

自体で世界経済が大幅に悪化することはないでしょう。ただ

し、財政赤字が膨らんでいるのはギリシャに限りません。赤

字を減らすために財政を一気に絞れば景気回復が遅れる、

というのは世界共通のリスクです。 

中国の金融経済情勢は、通貨の調整（元切り上げ）につ

ながりかねない話でもあり、簡単には解決しないと考えます。

中国は世界景気のけん引車ですが、今後かく乱要因になる

可能性もあり、十分注意していきたいと思います。 

米国の金融規制の問題は、何らかの規制強化で決着す

る可能性が高そうです。純粋な投資判断ではなく、法律や

制度の変更によって仕方なく資産を売却する動きが広がる

なら、市場の混乱は長引くかもしれません。 

 

以上のマイナス要因は、「世界の金融・経済の混乱の余

波と、混乱の後始末にかかわる問題」とくくることができそう

です。危機が大きかっただけに、きれいに整理整頓し直すの

には時間と労力がかかって当然です。しかしこうした時にこ

そ、しっかり認識しておくべきことがあります。それは、世界経

済が悪化と混乱から徐々に脱し、自律的・安定的な回復に

向かう、今はその初期段階にあるのだという点です。 

仮に上記の諸要因が株式市場に悪影響を及ぼすとして

も、それで私たちが投資している企業の将来がなくなるわけ

ではないでしょう。それどころか、このところ内外で発表され

ている業績を見ますと、企業がしぶとく立ち直りつつあること

がわかります。株価の調整は、いい企業を安く買える、実に

ありがたい（と言ったら怒られるかも知れませんが）チャンス

だととらえています。 

久保田 徹郎 

 

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 キーエンス 日本 産業用エレ 3.6

2 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A ｱﾒﾘｶ 保険 3.5

3 テルモ 日本 医薬品・ﾍﾙｽ 3.1

4 花王 日本 家庭用品 3.0

5 セブン銀行 日本 銀行 2.8

6 信越化学工業 日本 基礎素材 2.7

7 NESTLE SA-REGISTERED スイス 食品・飲料 2.6

8 BARRICK GOLD CORP カナダ 素材 2.5

9 JOHNSON & JOHNSON ｱﾒﾘｶ 医薬品・ﾊﾞｲｵ 2.4

10 シマノ 日本 機械 2.4

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 商船三井 日本 海運業 3.82

2 パナソニック 日本 電気機器 3.76

3 リコー 日本 電気機器 3.46

4 ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本 小売業 3.11

5 全日本空輸 日本 空運業 3.11

6 花王 日本 化学 2.92

7 ブリヂストン 日本 ゴム製品 2.63

8 三菱重工業 日本 機械 2.56

9 武田薬品工業 日本 医薬品 2.10

10 SUMCO 日本 金属製品 2.08

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 INTEL CORP ｱﾒﾘｶ 半導体 6.2

2 BANK OF NEW YORK MELLON CORP ｱﾒﾘｶ 各種金融 3.9

3 HEWLETT PACKARD CO ｱﾒﾘｶ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・機器 3.8

4 CARNIVAL CORP ｱﾒﾘｶ 消費者サービス 3.7

5 SAP AG ドイツ ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ 3.6

6 CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A スイス 耐久消費財・ｱﾊﾟﾚﾙ 3.5

7 ADECCO SA-REG スイス 商業・専門ｻｰﾋﾞｽ 3.3

8 ALLIANZ SE ドイツ 保険 3.3

9 PUBLICIS GROUPE ﾌﾗﾝｽ メディア 3.3

10 FRANKLIN RESOURCES INC ｱﾒﾘｶ 各種金融 3.3

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR 台湾 情報技術 4.2

2 MTN GROUP LTD 南ｱﾌﾘｶ 電気通信ｻｰﾋﾞｽ 3.9

3 JBS SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 生活必需品 3.5

4 ANGLOGOLD ASHANTI LTD 南ｱﾌﾘｶ 素材 3.1

5 MOBILE TELESYSTEMS-ADR ロシア 電気通信ｻｰﾋﾞｽ 3.0

6 BHARTI AIRTEL LTD インド 電気通信ｻｰﾋﾞｽ 2.9

7 AMDOCS LTD ｲｽﾗｴﾙ 情報技術 2.8

8 HTC CORP 台湾 情報技術 2.8

9 GRUPO TELEVISA-ADR ﾒｷｼｺ 一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ 2.7

10 EMPRESAS COPEC SA チリ 資本財・ｻｰﾋﾞｽ 2.7

※『業種』の分類は各運用会社によって異なります。

※さわかみファンド以外のファンドは、マザーファンドにおける組入比率です。

＜各ファンドの組入れ上位10銘柄＞

ALAMCOﾊﾘｽ　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ　ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ2007　10/1/29

TMA長期投資ファンド　10/1/29

さわかみファンド　10/1/29

ﾆｯﾎﾟﾝｺﾑｼﾞｪｽﾄ・ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂ・ﾌｧﾝﾄﾞSA　10/1/29
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■ファンド・マネージャー 久保田徹郎からのメッセージ■ 

 

◆「巨額の財政赤字を抱える日本の将来が心配で心配で…」 

これは、当社のセミナーに参加されたお客様から頂いた言葉です。ギリシャが政府債務の拡大から危機に陥
り、ポルトガルやスペインにまで混乱が広がろうとしているが、考えてみれば日本の方がはるかに巨額の債務を
抱えている、さて日本は大丈夫なんだろうか、ちゃんと国債（国の借金）を返せるのだろうか、というのは、誰もが
抱く不安だと思います。 
今、欧州で起きていることは、主として海外の投資家が、ギリシャ国債の返済の確実性に疑問を持ち、国債を
売っている（あるいは買わなくなった）という現象です。確かに日本の国債は、経済規模からみても世界的に有名なほど巨額で
す。なのにギリシャのようには売られていません。金利は先進国の間でも最も低いままです。違いはどこからくるのか。カギの一つ
は、日本の国債を保有しているのが、ほとんど（9 割以上）自国民、つまり日本人だという点にあります。 
 
◆いったいなぜ？ 
テレビや新聞はしばしば、「国民一人当たりの国債残高は○百万円」などと報道します。私たち国民が債務（借金）を背負って
いるかのように聞こえますが、そうではありません。「政府は、主として国民に対し一人当たり平均○百万円の借金をしている」と
いうのが正しい言い方です。借金は反対側からみれば貸付金ですから、主語を入れ替えればこうなります。「国民は、政府に対
して一人当たり○百万円の国債投資をしている」。私たち日本国民は、莫大な国債の保有者なのです。 
しかし皆さん、そんなに買っている気はしないでしょう。富裕層には、びっくりするほどお持ちの方もいるようですが、一番たくさん
買っているのは銀行です。銀行には、将来の安心のためにと個人から預金が集まります。しかし銀行は貸出が伸びず、余ったお
金を国債投資に振り向けています。金利は低いが返ってこないよりはマシ、ということでしょう。 
個人が銀行におカネを預ける行為は、こうして日本の国債金利を低いままに維持し、国が借金しやすいようにお手伝いしてい
るようなものです。この状況が続く限り、ギリシャのように日本の国債が大幅に売られることはないでしょう。 

 

◆でも、それって、なんだか変 

では、低金利での国債発行が困難になるとか、国が借金を払えないとかいった事態は、海外投資家への依存度が低いこの
日本では将来も起こらないのでしょうか。残念ながら、可能性十分ありです。このまま所得が増えなければ、預金も増えませんか
ら、銀行が国債を買う資金もいつかは底をつくでしょう。高齢化の進展とともに退職者による取り崩しが本格化すれば、預貯金が
一気に減る可能性さえあります。そうなれば、銀行は資金繰りのために国債を売るでしょう。金利は上昇、債券価格は下落、とい
うギリシャのような状況に陥らない保証はありません。 
国債の発行が楽にできる結果、借金が膨らみ続け、いずれは借金返済のために大幅増税、などとなったら何という皮肉な話

でしょうか。安心のために預金していたはずが、将来の不安の種に水をまいてやっているようなものなのですから。 

 

◆リスクをとることが安心への道、という逆説 

国債も含めた国の収入は、国会で使い道が決められます。景気のテコ入れや社会保障など必要不可欠なもの
に支出される部分も確かにありますが、妙なものに使われていると疑問を抱く方も多いはずです。それならば、これ
に使ってほしいと思うところに直接託した方がいい、というのが株式投資（あるいは直接投資）です。株式投資は、
何も金儲けだけのためにするものではありません。世の中の役に立つものを提供してくれる企業を選んで、その企
業の活動に「株主としてリスクをとって参加する」ということです。銀行預金を通じて間接的に国債を持つより、気分
もずっといいのではないでしょうか。 

企業が元気になることが、今とても重要だと私たちは思っています。なぜなら、企業こそが生産活動を通じて必要なものを生
み出し、販売によって所得を増やし、雇用を作り出す基盤（堅い言葉で言えば、付加価値の源泉）だからです。そして、こうした
状況を作ることこそが、自然に税収を増やし、国債残高を減らすことにもつながると考えます。株式投資は、そのための一歩だと
思うのです。 
私たちは、身近なリスクから身を守ろうとするあまり、将来のリスクをかえって大きくしている可能性があるように思えます。「み
んなで渡る橋は案外もろい」のです。 

                                                                    久保田 徹郎 
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■浪花おふくろより心をこめて■ 

◆お客さまにお届けした 1月 26 日発行のおふくろ便りで、「合併します！」…のご報告をしたとこ

ろ、電話やメールで、あるいはセミナー会場に足を運んで頂いて、「ファンドも合併してしまうの？」

「クローバー・ファンドになっちゃうの？」「大阪から東京に行っちゃうの？」等々のご質問をい

ただきました。説明が不十分で、浪花おふくろファンドが変わってしまうような印象と不安をお客

さまに与えてしまったこと、申し訳ございませんでした。 

◆三社が合併すれば、会社名はクローバー・アセットマネジメント株式会社に変更しますが、「浪花おふくろ

ファンド」は、これまで通りです♪…そう、おふくろファンドの運用はこれまで通り、大阪で、久保田徹郎が

運用を担当いたしますし、運用の目的も方針も変わりません。合併すれば、私たちスタッフも今まで以上にお

ふくろファンドに集中することができます。家計に身近でやさしい（わかりやすい）ファンドを提供し、世の

中のおふくろが幸せな家庭を育むことを支援していこう！･･･誓い新たにセミナー活動に励むこの頃です。 

代表取締役社長 石津史子 

 

◆2月 3日の日経新聞の家庭欄に 脱「店任せ」我流を楽しむ という見出しでデフレの続く

中、身の回りのものに自分の手を加える「セルフ消費」のすそ野が広がっているという記事が

載っていました。プロに任せるのが一般的だった革製品の鞄の染め直しなど染色スプレーを購

入して自分好みに仕上げたり、カシミヤなどのお気に入りの服を高級液体洗剤を使用して自分

で手入れするなど、まさにキーワードは節約より愛着という意識が 20代から 40代に広がって

いるようです。 

◆この記事を読んで私はとてもうれしく思いました。バブル期には欲しいものをどんどん買っ

て、いらなくなったら捨てるという傾向にあった消費行動が、不況下というよりも成熟経済の中で、自分の気

に入ったものを永く大切にしていきたいという風に変化しています。そのリード役は若い人達で、そこにはま

ず節約ありきではなく、愛着という素敵な感性をもっていることです。次代を担う若者たちがこの感性を活か

して世の中を変えていくのかなあ、日本の未来はまんざらでもないと思った次第です。  

                                   代表取締役副社長 中井朱美 

 

【２０１０.２．９現在】 総口座数６１９（内法人４）  定期定額契約数 ３９２ （６３．３％） 

       ＜地域別（上位 6位）顧客比率＞                       ＜世代別・男女人数：男 49.4%、女 50.6%＞ 
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■NOAM スタッフの「胸にキュン!」■ 
(※NOAM…Naniwa Ofukuro Asset Management の略です) 

 

「いのちを守りたい」 言葉に重みの無い総理が、施政方針演説で何度も用いた言葉… 

それ程に我が国民の「いのち」は守られて無いのだろうか。それとも。いのちの次の事は余り関心がないのかな… 

＜ニュースに是々非々（2月 9日現在）＞ 

大相撲…横綱の不祥事で当人は引退。親方は降格で一応のけじめはついた…○是    
政 界…総理、与党幹事長の金銭問題等の説明、道義的責任の対応の中途半端さ、 

およそけじめなんてもんじゃない。この世界、わが身大事。保身第一なのかな。…○非  
世界に冠たるトヨタのリコール問題…対応の遅れ、拙さは、顧客よりもお家大事の潜在的な企業風土 

の現れかな。…○非  
混沌の時代、とにかく自分の将来への備えは、自分で考えろという事です。 

       髙井 一彦 

「役割分担」。会社でも学校でも家庭でも、何らかの形で「役割分担」していると思います。 

「おかね」についても同じだと思います。教育資金に充てる用、住宅購入資金に充てる用、趣味に使う用、老後資

金に充てる用、将来の○○のための資金など、既に準備が出来ていればよいのですが、これ

から準備するものも人それぞれにあると思います。 

これから準備する場合には、「いつ」に「いくら必要か」を知るために、これから起こる

事柄や自分のやりたいこと（ライフイベント）などを確認しておくことは、とても重要なこ

とです。そこをしっかりしておかないと、来月車検があることを忘れていたため準備してい

なかった私のように今になってドタバタすることになります。 

久保田 裕樹 

◆私が家で使っているパソコンをそろそろ買い換えようと思い、最新のパソコンを調べてみま

した。処理速度の早さ、解像度の高いモニター、ワイヤレスのマウス、デザインの良さなど、

私のパソコンとは段違いの性能の良さです。より速く、より使いやすいパソコンを生み出し続

ける企業の技術力は日進月歩です。 

 IT 技術といえば、マイクロソフト、グーグルといった企業の提供するサービスに目を奪われ

ていました。しかし、これらの企業のサービスもより高性能のパソコンがあってこそと改めて

気付きました。短期間で性能は飛躍的には向上しませんが、日々の積み重ねが技術を洗練し、いずれは格段の違い

を生み出すことを実感しました。 

井上 幹雄 

        ◆もうすぐバレンタインですね。 

いつもはチョコを自分で買ってきて父親に渡していたのですが、３年前は父の分を買うのを忘

れてしまいました。妹は買ってきたのにどうしようと思い母に話すと「お母さんが買った分があ

るから、これを自分で買ってきたって感じで渡しとき。」と言われ、その通りにしました。 

２年前、私は父の分を買いましたが妹が忘れました。そして妹も母に事情を話しチョコを受け

取っていました。 

 去年。なんと 2人とも父親のチョコを買っていませんでした。これはさすがにまずい！と妹と話し合った結果、 

またまた母に救いを求めることにしました。 

「大丈夫。買ってあるから。お母さんから貰うより娘から貰うほうが嬉しいねんから～」とのお言葉とチョコを頂 

戴し、何も知らない父へと渡って行きました。 

今年も忘れるかもしれませんが、今のところ買う予定なので大丈夫です。            増田 希望 
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～業務管理部からのお知らせ～ 
      

３社合併による商号および組織の変更に際し、お客さまにお知らせとお願いがあります。 
 
１．弊社では、当変更は投信法で定めている「変更の内容が重大なもの」に該当すると判断いたしましたので、
受益者の皆さまからの“書面による決議”をお願いすることにいたしました。書面決議の書類は後日お手元
にお届けいたします。なお、投資信託約款の変更に反対される場合は、議決権行使書をご返送いただけば、
その後、おふくろファンドの買取請求を行っていただけます。 

 
２．当約款変更決議が成立した場合、お客さまの個人情報は、システム統合等のために、楽知ん投信、かいた
く投信と弊社の間で共同で利用させていただきますので、ご了承下さいますようお願い申しあげます。 

 
 

■２月中旬から３月中旬の勉強会・セミナーのご案内■ 

【お申込み・お問い合わせ】 電話 06-4790-6200 【参加費】無料 

開催日時 開催場所 内  容 （ ）内は担当者 

2月 13 日（土） 
10:15～11:45 

難波市民学習センター  定員16名 
JR 難波駅OCAT４F 第 1会議室 

◆マネー力を身につけよう（中井）◆ 
生活を見直し、貯めて増やす体質づくりを！ 

2月 15 日（月） 
18:30～20:00 

総合生涯学習センター 定員 18名 
大阪駅前第 2ビル 5階 第 4会議室 

□めざそう！ハッピーリタイアメント！！□（石津） 
年金や医療の将来は？貯蓄から投資の流れはなぜ？投資信託のしくみ等 

2月 18 日（木） 
10:15～11:45 

大阪市中央公会堂 定員 18名 
大阪市北区中之島 第 3会議室 

☆浪花おふくろファンド物語（久保田徹郎 他） 
なぜ誕生？どんな性格のファンド？何に投資してるの？運用手法は？等 

2月 20 日（土） 
10:15～11:45 

難波市民学習センター  定員16名 
JR 難波駅OCAT４F 第 2会議室 

□めざそう！ハッピーリタイアメント！！□（石津） 
年金や医療の将来は？貯蓄から投資の流れはなぜ？投資信託のしくみ等 

2月 20 日（土） 
14:00～16:00 

大阪市中央公会堂 定員 80名 
大阪市北区中之島 大会議室 

長期投資のための日本経済 10年予測（FM…ﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 
ひふみ投信 FMの藤野英人氏＆おふくろファンド FMの久保田徹郎 

2月 23 日（火） 
10:15～11:45 

総合生涯学習センター 定員 27名 
大阪駅前第 2ビル 5階 第 6研修室 

◎投資信託初心者向け 『ひよこ倶楽部 Part2』（石津＆久保田徹郎） 
長期投資と投資信託/投資信託の種類/目論見書のみかた等 

2月 24 日（水） 
18:30～20:00 

難波市民学習センター  定員16名 
JR 難波駅OCAT４F 第 3会議室 

□めざそう！ハッピーリタイアメント！！□（石津） 
年金や医療の将来は？貯蓄から投資の流れはなぜ？投資信託のしくみ等 

2月 26 日（金） 
18:30～20:00 

大阪市中央公会堂 定員 18名 
大阪市北区中之島 第 3会議室 

◆マネー力を身につけよう（中井）◆ 
生活を見直し、貯めて増やす体質づくりを！ 

2月 27 日（土） 
10:15～11:45 

難波市民学習センター  定員16名 
JR 難波駅OCAT４F 第 2会議室 

☆浪花おふくろファンド物語（久保田徹郎 他） 
なぜ誕生？どんな性格のファンド？何に投資してるの？運用手法は？等 

   

3 月 3日（水） 
10:15～11:45 

大阪市中央公会堂 定員 18名 
大阪市北区中之島 第 3会議室 

□めざそう！ハッピーリタイアメント！！□（石津） 
年金や医療の将来は？貯蓄から投資の流れはなぜ？投資信託のしくみ等 

3月 4日（木） 
18:30～20:00 

総合生涯学習センター 定員 18名 
大阪駅前第 2ビル 5階 第 2会議室 

☆浪花おふくろファンド物語（久保田徹郎 他） 
なぜ誕生？どんな性格のファンド？何に投資してるの？運用手法は？等 

3月 6日（土） 
13:30～16:30 

大阪市中央公会堂 定員 80名 
大阪市北区中之島 大会議室 

なにわで咲かそう！長期投資の輪！！vol.29 
朝日ﾗｲﾌｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 鈴木彰氏・日本コムジェスト 山本和史氏 

＆運用担当者久保田徹郎＆弊社スタッフ 

3月 9日（火） 
10:15～11:45 

難波市民学習センター  定員16名 
JR 難波駅OCAT４F 第１会議室 

□めざそう！ハッピーリタイアメント！！□（石津） 
年金や医療の将来は？貯蓄から投資の流れはなぜ？投資信託のしくみ等 

3月 10 日（水） 
18:30～20:00 

大阪市中央公会堂 定員 18名 
大阪市北区中之島 第 1会議室 

◆マネー力を身につけよう（中井）◆ 
生活を見直し、貯めて増やす体質づくりを！ 

3月 16 日（火） 
10:15～11:45 

大阪市中央公会堂 定員 18名 
大阪市北区中之島 第 3会議室 

◆マネー力を身につけよう（中井）◆ 
生活を見直し、貯めて増やす体質づくりを！ 

※上記勉強会・セミナーでは、浪花おふくろ投信株式会社が設定・運用・販売を行う投資信託の勧誘を行うことがあります。 
ひよこ倶楽部・ライフプランセミナーは、出前も行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。 
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