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新年のあいさつ
長期投資の本質が試される時代に
代表取締役社長 鎌田 恭幸

運用コラム
2022年を振り返って
資産運用部長ファンドマネージャー 五十嵐 和人

新
年
特
集

投資先の「いい会社」紹介

社員一人ひとりが、「常に考える」、いい会社 未来工業株式会社

いい会社のいいモノ
ノンコレステロールにひかれて ピエトロ



未来工業は、住宅向けの電気設備資材、給排水・ガス設備資材などの建築資材を製造・販売している会社です。
スイッチボックス（電源コンセントの裏に埋め込まれている配線用のボックス）で圧倒的な国内トップシェアを誇るだけでなく、
「毎日新製品」を合言葉に生み出されたオリジナル製品をはじめ、取扱い製品数は約2万点にのぼります（2022年時点）。
他社商品との差別化を意識し、様々な工夫やアイデアを盛り込んだ付加価値の高い製品を供給し続けています。

未来工業株式会社（岐阜県）

投資先の「いい会社」紹介

社員一人ひとりが、「常に考える」、いい会社

人 共生 匠

投資テーマ

企業理念は「常に考える」

個性や能力を発揮できる環境づくり

未来工業は社員一人ひとりの自主性を大切にしたユニークな経営をおこなっています。「ユーザーが本当に
使いやすい製品とは何か？」、自らの意思で考え、主体的に取り組むことで仕事が面白く、新たな発想にも
繋がってゆくと信じているのです。そのため、営業の数値目標（ノルマ）はありません。また、業務改善
などのアイデアに対してどんなに小さな提案であっても1件あたり500円が支給される制度があります。
この制度も「常に考える」を念頭に置いたもので、社員から毎年約5,000件の提案が提出されているとの
ことです。同社にお邪魔した際、非常階段にも「常に考える」の張り紙があったことが印象的でした。

未来工業は原則残業ゼロで、年間休日は約140日です。「そんなに休んで大丈夫？」と思ってしまいますが、    
豊かなプライベートの上に仕事の充実があるという「ライフ・ワーク・バランス」が大切だと考えています。
定年は70歳までの選択定年制を採用していますが、長く勤める人が多く、平均勤続年数は20年を超えて
います。ほかにも育児休業を子供が３歳になるまで何度でも取得可能だったり、副業OKだったり、ユニーク
な制度がいくつも用意されていますが、これらも社員の自律や挑戦を応援する姿勢から生まれたもので、
一人ひとり異なる個性や能力を、本当の意味で発揮できる環境づくりに取り組んできた結果なのです。

付加価値の高いオンリーワンの製品
未来工業は「他社と同じモノはつくらない」をポリシーに、徹底的にユーザーの使いやすさを追求
し、随所に創意工夫を盛り込んだ独創的な製品を生み出してきました。例えば、電気のスイッチやコン
セントの裏側に埋め込まれるスイッチボックスは、プラスチック製の小さな箱の中に数々のアイデアが
凝縮されている同社の主力製品です。更に、同社はスイッチボックスの販売とあわせて、その設置個所を
把握できる探知機も提供しています。これまで手間となっていたボックスの設置場所を探る工程を省
き、効率よく工事を進めることができるからです。このように現場で困っていることはないか、常時研究
していることが強みのひとつでしょう。未来工業の製品カタログに目を向けると、合計2,500ページを
超え、製品ごとに凝らした工夫や使い方が細やかに解説されています。労力をかけるべきところには徹
底的にこだわる、そのような姿勢にも「常に考える」企業文化が現れているように感じられます。

Good Work

2



～創業の想いをつなぐ、ファンベース経営～

日時：2023年3月7日（火）19:00-20:30
方法：会場開催＋オンライン配信
定員：ピエトロ本店 セントラーレ…抽選20名程度
　　　オンライン…1000名
申込：受付開始前 受付を開始しましたら、メール・

公式Twitter・公式LINEにてご案内します

一軒のレストランからはじまった、ピエトロさ
ん。今回は、福岡にあるピエトロ本店セントラー
レへ伺います。代表取締役社長 高橋様からの講
演や映像での工場見学を予定しています。参加
方法は、会場またはオンラインからお選びいただ
けます。お住まいが近くの方は、今からスケ
ジュールを確保いただけますと幸いです。

代表取締役 社長

高橋 泰行 氏

いい会社訪問®（ピエトロ）

代表取締役社長
山田　雅裕　氏

創業 1965 年、各種電設資材・設備資材メーカー。
本社は岐阜県。東証プライム上場。
https://www.mirai.co.jp/

未来工業株式会社

鎌倉投信の視点
鎌倉投信は、とりわけ未来工業の企業文化に着目し「人」というテーマで、同社へ投資を続けています。同社の企業文化は企業理念であ
る「常に考える」に集約されます。創業者の山田昭男氏は、同社が置かれた状況を「常に考える」ことで、今の仕組みを創ってきました。
以前は3Ｋ（きつい、汚い、危険）と呼ばれる業界で、思うように求人も進まなかったそうですが、個性や能力を発揮できる環境づくりを
通じて「人を大切にする」文化を根付かせ、今では日本一ホワイトな会社と呼ばれています。　他と異なる製品を創り続けているのも
「常に考えた」結果でしょう。他社が取り入れた機能、流行や新しいものを導入してばかりいると、厳しい価格競争に陥りがちですが、
同社では「他とは違ったものを創る」ことが徹底されていて、これが安定した利益に繋がっていると考えます。鎌倉投信は独自性の
高い文化を持つ同社を引き続き応援していきます。

ノンコレステロールにひかれて

先日受けた定期健康診断で「脂質代謝異常」の項目で経
過観察との指摘を受けました。実は昨年も同じ指摘が
あったのですが、診断前日にピザを多めに食べたことも
あり、「その影響だろう」と軽く捉えていたところ2年連
続の指摘。これは、放っておけません。「脂質代謝異常」と
は、血液中のコレステロールや中性脂肪が高い状態を指
すようで、食生活を野菜中心に改善することや適度な運
動が薦められています。そんな理由から野菜を買いに
スーパーへ。そういえば新たに加わった投資先はドレッ
シングの会社だと思い出し、売り場へ向かいました。

「ピエトロ」さんのドレッシング。
しかもコレステロールゼロ!!

ありました！！

（日常生活で投資先の「いい会社」に出会うと何だか嬉しい
この現象。誰か名づけてください。）

帰宅し早速キャベツを刻み、
ドレッシングをかけてサラダが
完成！美味しくいただきました。

その後も、他のドレッシングも早
く試したいという気持ちから、
積極的に野菜を摂れています。
野菜も摂れて、投資先の売上に
も貢献できて一石二鳥です。

投資だけでなく、消費でも「いい会社」を応援すること
で、平凡な日常に彩りが添えられたように思います。
（投信企画部　まさやん）

のいい会社 いいモノ

結いLINE（公式LINE）
スマホに直接通知が届くのでイベント開催等の
情報を見逃しません。これを機にご登録ください。

オススメ！

※上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

受益者限定
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新 年 の ご あ い さ つ

長期投資の本質が試される時代に

新年おめでとうございます。

2023年、干支でいえば癸卯（みずのと・う）の年が始まりました。株式関係者からは、干支
が持つ意味合いと過去の結果とを重ね合わせて、卯年から始まる辰年・巳年の3年間は、
「卯跳ね、辰巳天井の黄金期」になると、株高に期待を寄せる声が聞こえてきそうです。
しかし、そうした楽観的な見通しは禁物でしょう。鎌倉投信は、市場環境や経済環境を予測
した運用はおこなっていませんが、世界的にインフレなき経済成長を支えてきた前提条件が
変わりつつあるからです。例えば、

一.冷戦終結後につくられてきた世界の政治秩序の転換
二.世界中どこからでも仕入れ、販売することができるグローバル経済の転換
三.インフレによる低金利から金利高への転換（金融緩和政策の大規模な変更）
四.企業活動における地球環境問題という制約条件の重荷

などです。これらは、不可逆的で、株式市場にはマイナスの影響を与えるでしょう。こうした
環境下において、運用者としては、リスク管理をしっかりとおこなうことが重要となります。
しかし一方で、こうした環境変化の中でも、個別企業、例えば、「結い 2101」の投資先をみる
と、あくなき企業努力によってお客様や社会に価値を提供し、持続的に発展していくこと
に全力を傾けています。また、2021年の「結いだより」新春号で述べた、経済・社会の仕組み
を変える様々な挑戦、 知識や技の融合による新たな事業創造や持続可能な地域社会の実現
に向けた取り組みなどがあちらこちらに芽生えていて、これからが楽しみな会社も少なく
ありません。
したがって、投資家としては、こうした環境下だからこそ、株価変動に一喜一憂するのではなく、
実態としての価値に着目して、将来価値が高まる可能性を秘めた投資先に腰を据えて投資し
ていくことが肝要です。株価ではなく企業価値に投資する。そこに、「長期投資の本質」がある
のではないでしょうか。正に長期投資の真価が試される時代に入ってきたと感じます。
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「結い 2101」 運用報告　資産形成

2022年12月の日本株式市場

December 12月

2022年12月の「結い 2101」 

12月の日本株市場は下落しました。月前半は、米国の製造業景況感の悪化で景気後退懸念が高まり下落してスター
トした後、中国の新型コロナ規制緩和や、米国の米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことなどが好感さ
れ、持ち直す動きとなりました。しかし月後半に入ると、景気減速を示す経済指標や企業業績の悪化を受けて米国株
式市場が下落したことや、日銀による長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の修正が市場参加者に実質的な利上
げと受けとめられ、投資家のリスク回避的な動きが強まり大幅に下落しました。月末にかけては、方向感なく一進一退
で推移し、TOPIX（東証株価指数）は前月末比で4.7%、TOPIX Small（小型株指数）は同3.0%それぞれ下落しました。
業種別では、銀行業、保険業、海運業などが上昇した一方、 不動産業、輸送用機器、精密機器などが下落しました。

「結い 2101」の12月末の基準価額は前月末比で2.1%下落し、20,391円となりました。給食
事業を展開する大手企業との協業による事業成長が期待された「オイシックス・ラ・大地」や、
2023年10月期の増配見通しが好感された「萩原工業」等が上昇した一方、前月までの株価
上昇により指標面の割高感が意識された「カヤック」や「アニコムホールディングス」等が下落
しました。投資行動では、新規に1社投資したことで、12月末時点の「結い 2101」の組入
会社数は前月末から1社増えて69社となりました（開示基準に達していない銘柄は新規
投資先の2社）。株式組入比率は、相場全体の下落により小幅に下落し、52.0%となりました。
債券組入比率は、投資先企業からの社債一部買入消却要請に応じて部分売却しましたが、
株価下落による純資産総額の減少にともない前月末から若干上昇し、2.2%となりました。

長田 陽平
資産運用部
ファンドマネージャー

2013年総合リース会社に入
社。資金調達や決算業務を
経験した後、プロジェクト
ファイナンス等のフロント
業務に携わる。2020年
10月に鎌倉投信に入社。
東京生まれ、千葉育ち。

運用コラム

FIFAワールドカップでの日本代表の活躍が記憶に新しい2022年
でありましたが、株式市場を振り返ると、インフレに翻弄された厳
しい運用環境であったと思います。

米国の物価上昇率の加速に対応した米国連邦準備制度理事会（FRB）
による断続的な政策金利の引上げにより、市場参加者が株式や債券な
ど有価証券の適性価格を見失ったような感覚を覚えました。特に、金
利上昇の影響を受けやすい成長企業の株価が日本だけではなく世界
的に下落しました。その影響は「結い 2101」においても小さくありま
せんでした。かかる状況でも運用方針を変更することなく、「リスクを
コントロールする」ことを念頭におき対応してきました。具体的な投
資行動としては、①株式組入比率の引下げ、②銘柄分散度の引上げの
2点です。

相場下落局面で株価の値動きが荒くなった結果、「結い 2101」のリス
ク（基準価額の標準偏差、5年の年率換算）が10％を超過し、「10%以
下に抑える」という運用目標を達成できない状態となりました。た
だ、リスクが10％を超過してから株式組入比率を引下げたのではなく、
株価の荒い値動きが続いた場合、リスクが10％を大きく超える可能
性があるとみて、先んじて株式組入比率を引下げたことにより、小幅な

超過に抑えることができています。株式組入比率の引下げはリスクの上昇
を抑えることを目的にとった行動ではありますが、結果として下落相場の
なかでファンドのリターンのマイナスを抑えることにも寄与しました。

銘柄分散度の引上げについては、新規投資先を拡充することで対応
しました。2022年は（未開示先も含め）新たに3社に投資し、株式投資
先は63社となりました。新規投資先の選定にあたっては、「結い 
2101」のポートフォリオ特性として、成長株にやや偏重した状態を是
正することも考慮し、株価指標面から割安株に区分される投資先を
優先して組入れました。投資先数の増加により、異なる要素の変動
が互いの影響を弱めたり、打消しあって相殺したりする、いわゆる分散
効果が向上することで、リスクの低減に寄与すると考えています。

資産運用部の体制面では、6月に野田ファンドマネージャーを迎
え3名体制となったことで、特に企業調査活動の拡充が図られま
した。コロナ禍の行動制限の緩和もあり、現地調査を積極的におこ
なったことが新規投資先の選定にも寄与したと考えています。

2023年も難しい投資環境が続くと覚悟していますが、ブレのない
運用方針のもと、長期で安定したリターンをお届けできるよう、
邁進していきます。

COLUMN 2022年を振り返って

五十嵐 和人
資産運用部長
ファンドマネージャー

国内銀行、外資系生命保険会社、日系
運用会社を通じ、日本株のファンドマ
ネージャーとして20年以上資産運用
業務に携わる。2020年4月に鎌倉投信
に入社。山形生まれ、山形育ち。
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「結い 2101」運用状況（月次）基準日：2022年12月末日
運用方針

信託財産の状況

投資先企業上位１０社

優れた企業文化を持ち、
人財を活かす企業

人 循環型社会を創る企業共生 日本の匠な技術、
感動的なサービスを提供する企業

匠

「結い 2101」は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、
信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する

次のような企業の株式に投資することにより運用をおこなうことを基本とします。

このような企業を投資先の「いい会社」として選定するため、
次のように「人・共生・匠」というテーマで評価しています。

これからの日本に必要とされる企業

顧客・消費者、社員とその家族、取引先、
地域、自然・環境、株主等を大切にし、
持続的で豊かな社会を醸成できる企業

等金額投資をしているため基本的に投資先の構成比は
同一ですが、時価変動等により基準構成比を大きく
上回っていないかを確認するための参考として組入
上位10社を表示しています。

株式の内、時価総額5,000億
円以上の銘柄を大型株、
時価総額1,000億円以上の
銘柄を中型株、時価総額が
1,000億円未満の銘柄を
小型株としています。

ポートフォリオの資産構成比 投資先のテーマ別構成比 株式の規模別構成比

有価証券の市場別構成比 投資先の業種別構成比

コード 会社名 テーマ 純資産
総額比 鎌倉投信の視点

各「いい会社」への投資理由
等は、鎌倉投信のホームページ
で紹介しています。『鎌倉投
信 いい会社』で検索！ 是非
ご覧ください♪

（比率は時価ベース）

開示基準に達した新規投資銘柄の開示（2022年12月末時点） 当月は、開示可能な組入れ比率に達した投資先はありません。

株式52.0% (63社)

債券2.2% (6社)

キャッシュ等45.8%

人35.0% (24社)

共生34.8% (25社)

匠30.2% (20社)

大型株9.0%

中型株24.7%

小型株66.3%

東証プライム77.6%

東証スタンダード12.5%

東証グロース5.9%

非上場4.0%

機械11.8% 化学10.5% サービス業10.2%

食料品9.2% その他製品8.9% 電気機器8.5%

小売業7.9% 情報・通信業6.5% 精密機器5.2%

水産・農林業3.7% 保険業3.7% 輸送用機器3.3%

卸売業1.8% ガラス・土石製品1.7% 医薬品1.7%

パルプ・紙1.7% 陸運業1.6% 金属製品1.3%

繊維製品0.9%

7157
4776
2931
7856
4967
3182
6258
4923
3093
7947

ライフネット生命保険
サイボウズ
ユーグレナ
萩原工業
小林製薬
オイシックス・ラ・大地
平田機工
コタ
トレジャー・ファクトリー
エフピコ

新たな金融を創造する、いい会社
多様な働き方を認め、光明正大で個人が自立した組織を目指す、いい会社
バイオテクノロジーで人と地球を健康にすることを目指す、いい会社
社員の雇用と生活を第一に考え、人を大切にする、いい会社
モチベーションが高く、発想力が具現化する、いい会社
安心・安全な食品を提供する、いい会社
世界中の生産ラインを支え地域雇用を大切にする、いい会社
いい会社を目指し続ける、いい会社
「もったいない」から始まった、社員の個性を大切にする、いい会社
障碍者がメインストリームで働く、いい会社
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 ※1 運用成績について
✓ リターン・リスクは、支払済み収益分配金（税引前）を再投資した場合の分配金込の数値です。実際の個別のお客様の収益率とは異なります。
✓ 年率換算リターンとは、直近5年間または10年間の収益分配金込基準価額の騰落率を年率換算で表示したものです。
✓ 年率換算リスクとは、直近5年間または10年間の収益分配金込基準価額の日次騰落率の1標準偏差を年率換算で表示したものです。
✓ シャープレシオとは、年率換算リターンの値を年率換算リスクの値で除したものです。リスク1単位あたりのリターンの大きさを表し、一般的に、運用の効率性を測ることができるといわれています。
✓ 「結い 2101」の目標リターンは、あくまでも目標であり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
※2 基準価額の推移について
✓ 「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推移」は、「結い 2101」の信託報酬率1.10%（年率・税込）を控除後のものです。
✓ 「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推移」は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。
✓「収益分配金込基準価額」とは、収益分配を実施しなかった（＝収益分配金を非課税で口数を増やさず再投資した）ものとして計算した基準価額に相当する値で、当社が算出しています。
※3 各年の収益率について
✓ 「結い 2101」はTOPIX等をベンチマークとした運用ではありませんが、国内株式市場との連動性の程度を確認するため、参考としてTOPIX指数の収益率を掲載しています。
✓ 青色の棒グラフは、各年内の基準価額の最大値（年初来高値、日次ベース）、最小値（年初来安値、日次ベース）、および各年末の基準価額を、各前年末の基準価額と比較した場合の収益率を表しています。
✓ 黄色の棒グラフは、各年内のTOPIXの最大値（年初来高値、日次ベース）、最小値（年初来安値、日次ベース）、および各年末のTOPIXを、各前年末のTOPIXと比較した場合の収益率を表しています。
※4 収益分配金の実績について
✓ 分配金額は1万口あたりの金額です。
✓ 分配金は過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません。

12月December

概況

運用パフォーマンス

収益分配金の実績

基準価額とは、投資信託の純資産総額を
総口数で割ったもので、1万口あたりの時価
（評価額）で表示します。基準価額は主に、
組み入れ有価証券等の価格の上下動によって
変動します。

純資産総額とは、投資信託の信託財産を
時価で評価した資産総額から負債総額を控
除した金額のことです。この純資産総額は
主に、 ①皆様の設定解約 と ②組み入れ会
社の株価等の上下動によって変動します。 
※純資産総額の百万円未満は切り捨てて表示しています。

※4

運用成績 ※1 基準価額の推移 ※2

各年の収益率 ※3

基準価額　20,391円 純資産総額　47,815百万円 顧客数　21,958人
うち「定期定額購入」を選択されている
顧客数11,404人

収益分配金とは、ファンド決算の際に、運用を通じて得た収益の一部をお客
様に分配するものです。分配をおこなった場合は、決算日の基準価額が1万
口あたり分配金額だけ下がります。「結い　2101」は自動的に分配金相当額
を分配後の基準価額で再投資する仕組み（分配再投資専用）になっています。

第11期
第12期
第13期 

リターン

年率換算リターン（A）

年率換算リスク （B）

シャープレシオ　（A）÷（B）

設定来 10年 5年 3年 1年 1ヵ月

111.3% 90.3% 5.9% 5.1%

10年 5年

6.8%

9.9%

0.69

1.2%

10.3%

0.11

4%以上

10%以内

0.4以上

-1.8% -2.1%
（期間率）

2020年7月20日
2021年7月19日
2022年7月19日

0 円
0 円
0 円

設定来合計 500 円
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結い 2101の目標
（信託報酬控除後）

第4期 2013年7月19日
…

500 円

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

結い2101
TOPIX

設定日：2010年3月29日 信託期間：無期限 決算日：毎年7月19日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配金込基準価額の推移
基準価額の推移

設定日（運用開始日）2010年3月29日
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9.7% 8.5%
6.4%

1.2%
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-1.0%
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-1.5%

-28.2%

-0.7%

-11.7%-17.8%
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10.4%

-5.1%
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本資料は、鎌倉投信によって作成された、投資家向けの情報提供を目的としたもので、投資信託販売用資料ではありません。
＜資産運用に関する注意事項＞
投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願いします。
◆ 投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。
また、「結い 2101」は、投資者保護基金の保護対象でもありません。
◆ 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
◆ 本資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。
また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
◆ 本資料に記載の内容は、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
また、本資料は、鎌倉投信が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
◆ 本資料の利用権は、鎌倉投信に帰属します。
◆ 「結い 2101」をご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面および金融商品の販売等に関する法律に基づく重要事項の説明等の重要事項説明書を
あらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、内容をよくお読みください。
◆ 「結い 2101」の投資信託説明書（交付目論見書）については、鎌倉投信までお問い合わせください。
＜苦情処理措置および紛争解決措置について＞
鎌倉投信は加入協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
（連絡先：0120-64-5005）を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。
鎌倉投信株式会社：金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第2293号
加入協会 ： 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目５－９ TEL 050-3536-3300（代表） FAX 050-3536-3301　© Kamakura Investment Management Co.,Ltd.

「定期定額購入サービス」取引スケジュール

引落日※2 入金日※3 約定日※4 受渡日※5金額変更・中止締切日※1

※1

※2
※3
※4
※5

毎月10日（休日の場合は前営業日）：この日に受付した分までが当月引落より適用されます。締切日を
過ぎますと、当月の引落および引落資金での投資信託購入がおこなわれます。解約（換金）を希望さ
れる方は、受渡日以後に残高の解約（換金）をしてください。
毎月27日（休日の場合は翌営業日）：お客様が指定した金融機関の口座から購入額を引き落とします。
引落日の5営業日後：収納代行会社を通して購入額が当社に入金されます。
引落日の6営業日後：この日の基準価格で購入します。
引落日の7営業日後：この日に取引報告書を交付します。

 2 7月 日 2 6月 日 2 3月 日 1 10月 日  1 27月 日

つみたて投資のメリットとデメリット、失敗しないた
めのポイントなど、大切なポイントを詰め込んだ内容に
なっています。これからはじめる方も、すでにつみたて投資
をしている方も必見です。

普段、平穏な雰囲気が漂う鎌倉本社屋ですが、時折、自然環境と
の厳しい戦いを迫られます。裏庭に生えている一本の柚子の木。毎
年、たくさんの実を実らせてくれます。ところが、柚子の実を取る
のは一苦労。柚子の棘（とげ）は、長くて鋭いため、皮膚に刺さってし
まうと、静かで平穏な鎌倉本社屋に悲鳴が響き渡ります。柚子収穫
の際は、農作業用の手袋をしますが、手袋も貫通してしまう勢いです。
棘に刺されないよう気をつけながら、そろそろと手を伸ばし、実を
傷つけないように枝切ハサミで切り落とし、その直下にカゴを構え
て収穫します。地面から手の届く場所であれば、すんなり取れるの
ですが、木の中心部分に実っている柚子を取るのは大変です…や
はり果実を得るには、厳しい戦いを強いられるのでしょうか。「投
資の果実」を得る過程も同じく、強いられる戦いもきっとあるで
しょう。今回は収穫した果実（柚子）を使って、ジャムやお菓子を
作ってみました。柚子が手に入った際は、ぜひ試してみてください。

12月に開催したセミナー・イベントの動画を受益者限定で公開します。掲載が期間限定のものもありますので、早めに視聴ください。

セミナー・イベント 動画公開のお知らせ

鎌倉投信の日常
棘（とげ）との戦い

30分でわかる！つみたて投資
これであなたも“つみたて上手”

初心者向け勉強会

ベルグアース（株）代表取締役社長 山口 一彦 様をお招きし、
お話しいただきました。受益者からは、日本の食料自給率や
遺伝子組み換え農作物の問題、ベランダの家庭菜園で育て
やすい野菜の種類など、事前に多くの質問が寄せられました。

日本の農業に革命を！
37年の歩みとこれから

いい会社の経営者講演

材料
【A】白ごま油（かどや）…100g
【A】砂糖…50g
【A】卵黄…２個分
・小麦粉…100g（グルテンフリーの場合は米粉可）
・鎌倉社屋の柚子ジャム…70g

作り方
❶ボウルに【A】の材料を混ぜ合わせる。
❷【B】の材料を【A】とは別のボウルに入れ、ハンド
　ミキサーで泡立て、メレンゲを作る。
❸②を①に入れてやさしく混ぜた後、小麦粉をダマ
　ができないように少しずつ入れて、切るようにして
　都度混ぜる。しっかり混ざったら、柚子ジャムを加
　えてさらに混ぜる。
❹生地を型に流し入れて、180℃に余熱したオーブン
　で40分焼く。

rec ipe
投資先のかどやのごま油と
社屋の柚子を使った

パウンドケーキ

とても鋭い柚子の棘

梯子の上での
作業を見守ります 柚子ジャム

動画視
聴はこちら

オンラインサービス
My鎌倉倶楽部へロ
グイン後、限定動画
より視聴ください。

（ベルグアース）

【B】卵白…２個分
【B】砂糖…50g

近日公開予定公開済み

https://mkc.kamakuraim.jp/webcustomers/sign_in



