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携帯から基準価額を

ご確認いただけます 

 
■ 2 月の投資環境と基準価額の動き 

世界の株式市場は堅調に推移し、日本株も大きく値上がり

しました。この流れを作ったのは、①米国景気の回復期待、②

日米欧の金融緩和、③ギリシャ問題の一応の決着の、以上 3

点が挙げられます。中でも大きく寄与したのは、②の金融緩和

であろうと思います。 

先月のレポートでもお伝えした通り、昨年末に欧州中央銀行

（ECB）が銀行向けに行った期間 3 年の大規模な資金供給策

は、引き続き金融市場の安定化に貢献しました。また、米国の

連邦準備理事会（FRB）も 1 月中旬に、かなりの金融緩和状

態が 2014 年終盤まで続く可能性の高いことを示唆しました。 

一方、日銀は 2 月中旬に、追加の金融緩和措置（資産買

入規模の増額）を発表しました。加えて、金融政策の運営に

新しい考え方・表現を盛り込み、デフレ脱却を目指した前向き

な姿勢を示しました。 

為替市場では、円がドルやユーロをはじめとして多くの通貨

に対して値下がりしました。背景としては、上記の株高要因と

同様、米国景気の堅調（ドル高要因）、日銀による追加金融

緩和（円安要因）、ギリシャ問題の前進（ユーロ高要因）とそれ

を受けた全般的な危機回避姿勢の後退、などが挙げられま

す。さらに、日本の貿易収支が赤字（経常黒字は減少）となっ

たことも、円売り材料となりました。 

なお、円安は、日本の特に輸出関連企業の株価にとってプラスに働きました。このこともあり、日本株は他の多くの国の株価を

上回る上昇を遂げ、これまでの出遅れを取り戻す動きとなりました。 

 

日本株の上昇に加えて、海外株も堅調、為替は円安方向となったため、組入れファンドはいずれも大きく値上がりしました。 

おふくろファンドの基準価額は月を通して上昇しました。月間安値は2月1日の8,156円で、2月28日には月間高値9,054

円をつけ、月末は8,974円（前月末比+9.00%）と大きく値上がりして終わりました。ちなみに、値下がりしたのは3営業日しかない

という珍しい月でもありました。 

■ 運用の状況 

TMA 長期投資ファンド、さわかみファンド、ALAMCO ハリス グローバルバリュー株ファンドの買付を行いまし

た。買付額は資金純流入額を若干上回る程度でしたが、組入れファンドの値上がりで資産が増加したことによ

り、2 月末の組入比率は 1月末（90.89%）を若干上回る 91.97%となりました。   

  

＜基準価額の推移（円）＞ 
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浪花おふくろファンド　（愛称：おふくろファンド）　　基準日：2012/2/29
＜ファンド概況＞

＜資産構成比率＞

（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 3年 設定来

9.00% 15.36% 10.72% -3.51% 39.35% -10.26%
（小数点第3位四捨五入）

＜組入れファンドの内訳＞ （基準価額：12/2/28付け。騰落率：12/1/30と比較）

基準価額 月間騰落率 組入比率

8,583円 8.00% 23.24%

11,781円 10.79% 18.49%

7,256円 10.37% 26.09%

9,191円 10.64% 24.15%
（小数点第3位四捨五入）

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

指定投資信託 91.97%

短期金融資産（コール等） 8.03%

ファンド名

※休日の場合は直後の営業日

基準価額　（1万口当たり） 8,974円
純資産総額 700,077,419円

指定投資信託（組入れファンド） 4本

設定日 2008年4月8日
信託期間 無期限

決算日 毎年3月3日（※）
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■ 当面の投資環境見通しと運用方針 

元々、株式市場には金融緩和を大いに好む傾向がありま

す。なぜなら、金融緩和によって金利が下がり資金が借りや

すくなると、個人の消費や住宅購入、企業の事業活動が活

発になり、結果的に景気が良くなって企業業績が伸びる、との

予想がかなり確からしくなるためです。 

また、経済活動に必要とされる以上の金融緩和が行われ

た場合は、いわゆるカネ余り状態となって資金が株式市場に

流れ込み、株価を押し上げる面もあります。景気と企業業績

が回復する前に株価が上がる「不況下の株高」は、よく見られ

る現象です。 

ただ、最終的に、あるいは長期的に株価の水準を左右する

のは、あくまでも企業業績の水準です。景気や企業業績の実

態に対して株価があまりにも高くなりますと、行き過ぎた株高

は修正される＝株価は反落する、ということになります。2 月

の市況は素晴らしかったですが、やや出来過ぎの感もあり、こ

こにきて慎重な見方が出てきました。足元のスピード調整は当

然だろうと思いますし、むしろ望ましいとさえ言えます。 

問題は、株価があまりにも行き過ぎてしまったのか、それと

も株価上昇が示唆するように景気や企業業績がこれから良く

なっていくのか、という点です。 

一般に、金融危機後の世界経済は、その拡大ピッチの鈍さ

を特徴とします。また、金融緩和だけでは解決できない問題も

数多く存在します。このため、折に触れてマイナス面が意識さ

れて株価が調整する場面があるでしょう。 

 他方で、危機を懸念して売り過ぎた株式を買い戻す動き

や、長期的な世界経済成長への期待が、値下がり局面で株

価を下支えすると予想しています。 

 今後、投資家はプラス面とマイナス面とを秤にかけて、しば

らく冷静に推移を見守ることになるだろうと思っています。 

おふくろファンドは、銘柄を厳選して投資している 4 つのファ

ンドに投資していますから、秤のバランスが一時的に崩れて株

価が下落した時には買う、というスタンスを今後もとり続ける方

針です。 

浪花おふくろファンド運用担当者  久保田徹郎 

  

TMA長期投資ファンド 12/2/29

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 キーエンス 日本 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 3.6

2 デンソー 日本 自動車 3.1

3 三菱商事 日本 商社 2.9

4 ミスミグループ本社 日本 商社 2.7

5 日揮 日本 機械 2.6

6 浜松ホトニクス 日本 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 2.5

7 キヤノン 日本 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 2.5

8 リンナイ 日本 建設・住宅・不動産 2.4

9 シマノ 日本 機械 2.4

10 テルモ 日本 医薬品・ﾍﾙｽｹｱ 2.4

さわかみファンド 12/2/29

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 4.18

2 ブリヂストン 日本 ゴム製品 3.43

3 三菱重工業 日本 機械 2.98

4 商船三井 日本 海運業 2.53

5 国際石油開発帝石 日本 鉱業 2.48

6 花王 日本 化学 2.24

7 パナソニック 日本 電気機器 2.03

8 信越化学工業 日本 化学 1.89

9 デンソー 日本 輸送用機器 1.85

10 ホンダ 日本 輸送用機器 1.71

ALAMCOﾊﾘｽ　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ　ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ2007 12/2/29

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 INTEL CORP ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置 6.5

2 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG スイス 各種金融 4.1

3 DAIMLER AG-REG ドイツ 自動車・同部品 3.9

4 ADECCO SA-REG スイス 商業・専門ｻｰﾋﾞｽ 3.8

5 ALLIANZ SE ドイツ 保険 3.8

6 STARWOOD HOTELS & RESORTS ｱﾒﾘｶ 消費者サービス 3.7

7 AKZO NOBEL ｵﾗﾝﾀﾞ 素材 3.7

8 PUBLICIS GROUPE ﾌﾗﾝｽ メディア 3.4

9 WELLS FARGO & CO ｱﾒﾘｶ 銀行 3.4

10 APPLIED MATERIALS ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置 3.4

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 12/2/29

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR 台湾 情報技術 5.5

2 JBS SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 生活必需品 4.7

3 CHINA LIFE INSURANCE 中国 金融 4.2

4 BHARAT HEAVY  ELECTRICALS インド 資本財・ｻｰﾋﾞｽ 3.9

5 NASPERS LTD-N SHS 南ｱﾌﾘｶ 一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ 3.4

6 GOLD FIELDS LTD 南ｱﾌﾘｶ 素材 3.4

7 HEINEKEN NV ｵﾗﾝﾀﾞ 生活必需品 3.3

8 CCR SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 資本財・ｻｰﾋﾞｽ 3.2

9 SAMSUNG LIFE INSURANCE 韓国 金融 3.0

10 TENCENT HOLDINGS 中国 情報技術 3.0

※『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。
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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 ■ 

～第 4期決算を終えて～ 
浪花おふくろファンドは、この 3 月 5 日に第 4 期の決算日を迎えました。この 1 年間の運用状況を記載した運用

報告書を現在作成中ですが、それに先立って、いくつかお伝えしたいことがあります。 

まず、基準価額がこの 1 年間を値下がりで終わったことは誠に残念であり、申し訳なく思っています。 

株価や為替の変動という個人の力ではどうにもならない理由によるとはいえ、皆さまから投資頂いた資金が目減りすることは

何とも辛いものです。幸い昨年末あたりから世界的に株価は急速に回復し、円高基調だった為替市場も方向が変わりました。し

かし、それまでの基準価額の値下がりを埋めきるには至りませんでした。 

大きく響いたのは、やはりギリシャの債務問題でした。突然のデフォルトが懸念されたり、欧州の金融機関の経営問題に広がっ

たりして、実体経済にも悪影響をもたらしました。一時は欧州単一通貨であるユーロの崩壊懸念にまで拡大して不安心理をあお

りました。また、世界第 1位の経済大国である米国の景気が夏場に失速したことも、投資家の不安感を増幅しました。 

こうした経済・金融の向かい風だけでなく、大きな自然災害に見舞われた 1 年でもありました。中でも昨年 3 月の大震災は、

人的被害の大きさもあって、長く記憶に残る悲痛な出来事となりました。地震と津波、それに原発事故がもたらした被害と混乱

は、当然ながら経済活動にも深刻な影響を与え、日本企業にとって大きな減益要因となりました。 

次に、お礼を申し上げたいと思います。 

マイナス材料ばかりの中で基準価額は 8月にドスンと値下がりしましたが、この時には連日たくさんのお客さまにご購入頂き、と

てもうれしく思いました。単に買って下さったから、ということではなく、下がった時に買って下さったからうれしいのです。 

「いいものは値段が下がった時こそ買うチャンスだ」と、これまで様々な機会で申し上げてきました。なぜなら、おふくろファンド

が投資している 4 本のファンドは、いずれも企業を厳選しており、何かの理由で株価が下がっても、企業そのものが悪くなったわ

けではないと考えるからです。そして、いい企業であれば、いずれどこかで株価も回復してくると信じているからです。 

肝心なのは今後のことです。 

このところ基準価額の上げピッチが速くなったため、そろそろ値下がりするのではないかと少々不安げに見つめておられる方が

少なくないと思います。確かにその可能性はあります。株価を押し上げてきた金融緩和も、行き過ぎれば問題を起こします。あり

余った資金が商品市場に流れてインフレにつながる、などです。インフレが加速すれば、今度は金融引き締めとなり、株価にはマ

イナス要因に転じます。経済成長が鈍い状態がしばらく続く可能性もありそうです。 

このように、当面はバラ色とは言えない状況ですから、株価はもしかしたら一進一退かも知れません。ただ、所詮は読み切るこ

となど不可能な目先の株価動向に気をもんで、売ったり買ったり右往左往するのは、あまり賢明なこととは思えません。 

「どうなるか」よりも、「どうするか」に、目を向けたいです。 

先日セミナーの後で、あるお客さまが仰っていたことが印象に残っています。「基準価額が上がってきてうれしいけれど、これ

から積み立てで買うコストが高くなると思うと悩ましい」と。確かにそうですね。長期でためよう・殖やそうと思うなら、基準価額が下

がってくれた方が、口数をより多くためられますから。このことを頭で理解されているだけでなく、腹で納得されているご様子が窺

えました。こうした方が増えてくれるといいなあと改めて思った次第です。 

私自身、株価や為替の予想もさることながら、運用面でできる改善策を考え実行していこうと思っています。そして今後も、お

客さまにより一層安心して持ち続けて頂けるファンドを目指してまいります。 

浪花おふくろファンド運用担当者 

 

 

 

 

 

 



 

このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内などの情報提供を目的としてクローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したもの

です。このレポートに記載されたグラフ、図表、数値、経済見通し、その他いかなる内容も作成日時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。浪花おふくろ

ファンドにかかるリスク・コストについての詳細、お申込み方法等については投資信託説明書（交付目論見書）および約款・規程集、ホームページ（http://www.728ofukuro.jp）をご覧ください。

投資については、ご自身でご判断ください。投資信託は、預貯金とは異なります。 

クローバー・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第２４２号 社団法人投資信託協会会員        4 
 

第 47 号 2012 年 3 月 9 日作成 

浪花おふくろファンド月次レポート 
愛称：おふくろファンド 
追加型投信/内外/株式/ファンド・オブ・ファンズ 

～家計に身近なファンドでありたい～ 
 クローバー・アセットマネジメント㈱ 

〒540-0026 大阪市中央区内本町 
       1-1-8アプリコ 201 
          Tel:06(4790)6210 
              Fax:06(4790)6203 

 

 

 

■浪花のおふくろより心をこめて■ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
■休耕田を油田に！■ 

 3 月 4日の第５２回「なにわで咲かそう！長期投資の輪！」はさわかみ投信社長の黒島氏をゲストにお

迎えしました。 

農学博士でもある黒島氏は、農業、エネルギー分野に関心が高く、炭化水素を出す藻（ボトリオコッカス）

からジェット燃料ができるという話を実に楽しそうに話されました。すでに成田空港内で車両やバスの燃料

として販売する予定（２０１１年１２月５日日経産業新聞）で実用化が進んでいるとのことです。 

 さらに日本の休耕田は約４０万ｈａもあり、これを利用して、藻を培養し、油を作る油田にしようという構想を聞きました。

特に、震災の影響で東北地方では田畑が使えない状況です。 

原発の影響を考えると、人々が口にするものを作るより、付加価値の高いジェット燃料作りに希望が持てるように思いま

した。このようにとてつもない夢のプロジェクトを日本の民間企業が主体となって動き出しているのです。 

日本の農業が変わる！エネルギーが変わる！そんな時代の到来を感じたのは私だけではなかったでしょう。日本企業

の底力に大いに期待したいものです。 

                                          浪花おふくろファンド担当 中 井  朱 美 
 

＜浪花おふくろファンド 毎月つみたてスケジュール＞ 

引落開始月 
新規申込 

引落口座変更締切日 

引落金額変更 

中止締切日 
引落日 約定日 

平成 24 年 4 月 受付終了 3 月 23 日（金） 4 月 5 日（木） 4 月 17 日（火） 

平成 24 年 5 月 4 月 3 日（火） 4 月 19 日（木） 5 月 7 日（月） 5 月 17 日（木） 

 

真新しいスーツを身にまとった社会人1年生の集団が、地下鉄を利用して移動する光景をみかけるようになり 

      ました。同じ世代の子を持つ親として、社会人1年生に「がんばれよ～」です。 

     ＊ 

 先日、某新聞社生活部の取材を受けました。きっかけは、2 月発覚の AIJ 投資顧問の消えた年金資産問題。 

記者の話では、「企業年金のしくみと生活者の心構え」を記事にしたいとのことです。 

       「厚生年金支給開始年齢の引き上げ」、「パート従業員の厚生年金への加入」、「国民年金第 3 号被保険者制

度の見直し」、「厚生年金標準報酬月額の上限の見直し」、「在職老齢年金の見直し」等々、昨年 1 年間だけでも、世間を

騒がせた公的年金の課題がいくつも見つかります。これでも十分うんざりするのに、「企業年金、おまえもか！」です。 

      ＊ ＊ 

 「企業年金」は、会社が、そこで働く従業員の福利厚生を目的として任意で設けている年金制度です。国も掛け金を非課

税にするなどの優遇措置を講じて、企業年金の普及を後押ししてきました。今や年金は、老後の収入源として欠かせない

存在。だからこそ、年金で生活費のどの程度賄えるか、予め分かる確定給付型年金は意味があります。 

しかし・・・、世代間の助け合いで運営されている公的年金と違い、企業年金は積立方式で運営されている 

ため、現役世代の保険料を引き上げたり給付を減額したりして給付と負担の調整をするわけにいきません。 

将来の年金額を確定させるためには、年金資産の利回りも確定させなければなりません。高い保証利回り 

（5.5％）を約束してきた厚生年金基金では、運用難が常態化し積立金不足が深刻化していました。今回はAIJ 

事件によって、長年危惧されてきた厚生年金基金の積立不足問題が表面化しましたが、一筋縄にはいきません。 

企業年金に加入者している場合は、情報を入手し実態を把握して、自分で納得できる行動をしておくことが大切です。 

浪花おふくろファンド責任者 石 津  史 子 
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■ 浪花おふくろファンドをご購入頂いているお客さま ■ 2012 年 2 月末日現在 
 
北海道から沖縄まで、43都道府県にお住いの754人（内法人4件）のお客さまに、おふくろファンドをご購入いただいています。 
毎月つみたてサービスは、60.5%（男性：49.7%、女性：69.9%）のお客さまにご利用いただいております。 
 

＜地域別口座数＞          ＜世代別・男女数＞…男性 47.7%、女性 52.3% 
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■業務管理部からのお知らせ■ 

 

【ご登録内容の変更はございませんか？】 

春になりました。引越しシーズンです。ご住所・電話番号等に変更はございませんか。 
 

お取引に関する重要な書類や大切なお知らせなどをお届けしておりますので、 

ご変更がありましたら、お手数ですが下記の手順にてお手続きをお願い致します。 

①「登録事項変更届」の用紙を弊社ホームページまたはお電話にてご請求ください。 

②「登録事項変更届」にご記入のうえ、ご返送ください。 

              ※弊社ご登録印であることをご確認ください。 

              ※新住所が記載された「ご本人確認書類」（運転免許証の写し・住民票等）をご同封ください。 

③後日、弊社より「登録内容変更の控え」を発送いたしますので、内容をご確認ください。 

なお、メールアドレスのご変更は、ホームページまたはお電話でもお手続きを承ります。 

＜ホームページの場合＞ 

「各種お手続き」→「メールアドレス・レポート受取方法変更」フォームよりご連絡ください。 

＜お電話の場合＞  「メールアドレスが変更となった」旨をお申し出ください。 

 

ご不明な点等ございましたら、弊社業務管理部までお問い合わせください。 

クローバー・アセットマネジメント株式会社 業務管理部 （受付時間：平日 9時～17 時） 

東京：０３－３２２２－１２２０ ／ 大阪：０６－４７９０－６２００ 

E-mail： gyoumu@clover-am.co.jp 

 

0

20

40

60

80

100

120

～19 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80～

男性

女性

人 

 

 



 

このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内などの情報提供を目的としてクローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したもの

です。このレポートに記載されたグラフ、図表、数値、経済見通し、その他いかなる内容も作成日時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。浪花おふくろ

ファンドにかかるリスク・コストについての詳細、お申込み方法等については投資信託説明書（交付目論見書）および約款・規程集、ホームページ（http://www.728ofukuro.jp）をご覧ください。

投資については、ご自身でご判断ください。投資信託は、預貯金とは異なります。 

クローバー・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第２４２号 社団法人投資信託協会会員        6 
 

第 47 号 2012 年 3 月 9 日作成 

浪花おふくろファンド月次レポート 
愛称：おふくろファンド 
追加型投信/内外/株式/ファンド・オブ・ファンズ 

～家計に身近なファンドでありたい～ 
 クローバー・アセットマネジメント㈱ 

〒540-0026 大阪市中央区内本町 
       1-1-8アプリコ 201 
          Tel:06(4790)6210 
              Fax:06(4790)6203 

 

 

■浪花おふくろファンドのセミナー・勉強会のご案内■ 
 

参加お申込み・お問い合わせ 電話 06-4790-6210 【参加費】無料 

開 催 日 時 開 催 場 所 内     容 

3 月 10日（土） 

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 6会議室 

◆毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～◆ 
毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 

また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください。 
3月 15日（木） 

13:30～15:00 

大阪市中央区内本町1-1-8-201 

定員 5名 ★当社会議室★ 

■投資信託初心者のための「ひよこ倶楽部」■ 
投資信託のしくみ、目論見書の見方等の基礎知識をお話しします。 

3月 21日（水） 

10:15～11:45 

大阪市中央区内本町1-1-8-201 

定員 5名 ★当社会議室★ 

■投資信託初心者のための「ひよこ倶楽部」■ 
投資信託のしくみ、目論見書の見方等の基礎知識をお話しします。 

3月 24日（土） 

10:15～11:45 

総合生涯学習ｾﾝﾀｰ 定員 18名 

大阪駅前第 2 ビル 第 1会議室 

★投資信託ココが知りたい！★ 
通貨選択型ファンドや毎月分配型ファンドの仕組み、基準価額の高いファンド、低いフ

ァンドの良し悪しなど、投資信託とつきあうための基礎知識をお話しいたします。 

3月 27日（火） 

10:15～11:45 

難波市民学習センター 定員 16名 

JR難波駅OCAT4階 第 1会議室 

◆毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～◆ 
毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 

また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください。 

   

4 月 3日（火） 

13:30～16:30 

総合生涯学習センター 定員 18名 

大阪駅前第 2 ビル 第 4会議室 

～☆3時間 SP 投資信託で自分年金を作ろう！☆～ 
3時間で、自分年金作りの基礎知識や投資信託の毎月つみたて投資の概要などをコ

ンパクトに学んで頂けるセミナーです 

4月 6日（金） 

10:15～11:45 

難波市民学習センター 定員 16名 

JR難波駅OCAT4階 第 4会議室 

◆毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～◆ 
毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 

また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください。 

4月 8日（日） 

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.53◆ 
講師：レオス・キャピタルワークス 藤野英人氏・講談師 旭堂南海氏 

当ファンド運用担当 久保田徹郎 ＆ スタッフ 

4月 11日（水） 

19:00～20:30 

大阪市中央公会堂 定員 18名 

大阪市北区中之島 第 2会議室 

★投資信託ココが知りたい！★ 
通貨選択型ファンドや毎月分配型ファンドの仕組み、基準価額の高いファンド、低いフ

ァンドの良し悪しなど、投資信託とつきあうための基礎知識をお話しいたします。 

4月 17日（火） 

19:00～20:30 

大阪市中央公会堂 定員 18名 

大阪市北区中之島 第 6会議室 

■投資信託初心者のための「ひよこ倶楽部」■ 
投資信託のしくみ、目論見書の見方等の基礎知識をお話しします。 

4月 18日（水） 
13:30～15:00 

大阪市中央区内本町1-1-8-201 

定員 5名 ★当社会議室★ 

 
■投資信託初心者のための「ひよこ倶楽部」■ 

投資信託のしくみ、目論見書の見方等の基礎知識を 

お話しします。 

 

 

 
 

 
 
難波市民学習センター 06-6643-7010   大阪市中央公会堂 06-6208-2002     総合生涯学習センター06-6345-5000 
 JR 難波駅 OCAT4階                 京阪「なにわ橋」・地下鉄「淀屋橋」      大阪駅前第 2ビル 5階 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

あなたの町まで、 
セミナーの出前を 
いたします♪  

 

 

 

地下鉄谷町線「谷町四丁目」④出口から

西へ約７０M。 

１階はツインホームという不動産屋さん

のビルです。 

インターホンで、２０１を押してくださ

い。  

 


