
第7回「結い 2101」受益者総会 

～ これからの社会に必要な若手経営者たち ～   

【主催】   鎌倉投信株式会社  〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下4丁目5-9 

   お問い合わせ     TEL：050-3536-3300       Email： Contact@kamakuraim.jp      

日時: 2016年9月10日（土） 12:00～17:00  

  【 11:00 開場・受付開始  】 
 

場所: 横浜港大さん橋ホール または Ｗｅｂ参加 
神奈川県横浜市中区海岸通１丁目     ～ライブ映像のみ～   
  

プログラム: 11:00-12:00 開場・受付開始 
11:00～   企業展示 
12:00-12:20 開演挨拶 
12:20-13:00 「結い 2101」決算・運用報告  
13:00-13:10 休憩  
13:10-14:10 基調講演 法政大学 坂本光司先生  
14:10-14:20 休憩 
14:20-15:35 投資先“いい会社”の経営者自己紹介 
       株式会社カヤック 柳澤大輔 代表取締役ＣＥＯ 
       サイボウズ株式会社 青野慶久 代表取締役社長 
       株式会社マザーハウス 山口絵理子 代表 
       株式会社ユーグレナ 出雲充 代表取締役社長 
                        （順不同） 
15:35-15:45 休憩 
15:45-16:55 パネルディスカッション 
16:55-17:00 閉会挨拶 
  

キッズスペース: 小さなお子様連れのお客様のために、会場内に開設します。 
事前に予約が必要となりますので、資料等をご確認ください。 
 

® 

※「受益者総会」は、鎌倉投信の登録商標です。 

企業展示: 
（予定） 

投資先企業 /カヤック、サイボウズ、マザーハウス、ユーグレナなど 

参加資格: 決算日（2016年7月19日受渡）時点での「結い2101」の受益者※ 

とそのご家族 
※受益者とは「結い2101」のお預かり残高があるお客様をいいます。 
 



会場までのアクセス 

＜交通機関をご利用する場合＞ 
  ・みなとみらい線「日本大通り駅」 下車徒歩 約7分（3番出口） 
  ・横浜市営地下鉄/JR「関内駅」   下車徒歩 約15分 
  ・市営バス「日本大通り駅県庁前」 下車徒歩 約5分 
  ・市営バス「大さん橋」      下車徒歩 約3分 
  ・横浜観光スポット周遊バスあかいくつ 
    「大さん橋国際客船ターミナル」 下車徒歩 0分 
   
＜お車でお越しの場合＞  
  ・首都高速横羽線 横浜公園ランプから 約3分 
  ・首都高速湾岸線 新山下ランプから  約10分 
     
    普通乗用車が最大で約400台まで駐車可能の有料駐車場があります。 
    土・日・祝日は24時間利用して最大2,000円です。 
    駐車場が混雑し満車になる場合がありますので、ご注意ください 
    ご利用に際しては、駐車場の遵守事項・免責事項をご確認ください。 



受益者総会  について 

● 企業展示 
  今回パネルディスカッションに参加いただく“いい会社”と鎌倉投信が応援する 
  会社などが展示ブースにおいて、会社案内やパネルなどを展示します。 
 
● 「結い 2101」決算・運用報告 

  「結い2101」の運用責任者である資産運用部長の新井から、第7期決算を踏まえた決算
内容と運用状況について報告します。 

 

● 基調講演 

  法政大学大学院教授 坂本光司先生より「人を幸せにする会社経営のあり方」をテーマ 

  とした講演を行っていただきます。 
 
 
● 経営者自己紹介 
  今回の受益者総会のコンセプト「これからの社会に必要な若手経営者たち」から４名の 
  経営者にお越しいただき、自己紹介をしていただきます。 
 
● パネルディスカッション・受益者との対話 
  自己紹介いただきました経営者の方々を中心にパネルディスカッションを行います。 
  受益者の皆様との質疑応答の時間も用意しています。 

 

 

 

 

              総会当日、皆様とお会いできることを楽しみにしています。 

 

鎌倉投信株式会社 役職員一同 

® 

受益者総会は、鎌倉投信が設定運用ならびに販売する投資信託「結い 2101」の
受益者の皆様に、「結い 2101」の決算、運用状況をよりよくお伝えするため、
また重大な約款変更等の承認事項の説明のため、更には、投資家、投資先企業、
運用者が結ばれる場として、鎌倉投信が独自に、原則として年に一度、決算後に
定期開催するものです。「結い 2101」に投資した受益者の皆様の、心の満足度
が高まる「場」になれば幸いです。なお、今回からＷｅｂ配信による参加を実施
します。会場にお越しいただけない受益者の皆様も是非ご参加ください。 

※「受益者総会」は、鎌倉投信の登録商標です。 

プログラム 



登壇者紹介  （敬称略・順不同） 

坂本 光司（さかもと こうじ） 
法政大学大学院政策創造研究科教授 同大学院静岡サテライトキャンパス長  
1947年静岡県生まれ。法政大学経営学部卒業後、公共産業支援機関、静岡文化芸術大学
教授などを経て、2008年より同職に就任。ほかに、人を大切にする経営学会長等、国・県・市
町・産業支援機関の公職を多数務める。専門は、小企業経営論・地域経済論・福祉産業論。 
これまでに7000社近い中小企業を訪問し、独自の調査を行なっている。 
シリーズ60万部を超える大ベストセラー著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出
版）がある。その他、『ちっちゃいけど、世界一誇りにしたい会社』（ダイヤモンド社）など多数。 

柳澤 大輔 （やなさわ だいすけ） 
株式会社カヤック 代表取締役CEO 
1974年香港生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業後、ソニー・ミュージックエンタテインメ
ントに入社。 
1998年、学生時代の友人と共に面白法人カヤックを設立。鎌倉に本社を構え、鎌倉からオリ
ジナリティのあるコンテンツをWebサイト、スマートフォンアプリ、ソーシャルゲーム市場に発信
する。著書に『面白法人カヤック会社案内』（プレジデント社）、『アイデアは考えるな』（日経BP
社）などがある。 

青野 慶久（あおの よしひさ） 
サイボウズ株式会社 代表取締役社長 
1971年愛媛県生まれ。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、 
松下電工（現 パナソニック）を経て、1997年8月愛媛県松山市でサイボウズを設立。 
2011年から事業のクラウド化を進め、有料契約社は12,000社を超える。総務省ワークスタイ
ル変革プロジェクトの外部アドバイザーやCSAJ（一般社団法人コンピュータソフトウェア協会）

の副会長を務める。著書に『ちょいデキ！』（文春新書）、『チームのことだけ、考えた。』（ダイ
ヤモンド社）などがある。 

山口 絵理子（やまぐち えりこ） 
株式会社マザーハウス 代表兼チーフデザイナー 
1981年埼玉県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業、バングラデシュBRAC大学院開発
学部修士課程修了。 

貧しい国々のために何かをしたいと思いアジア最貧国であるバングラデシュに渡り、健全で
持続的な方法を悩み、「本当にお客様が満足して頂けるもの作りを途上国で行う」という理念
のもとマザーハウスを立ち上げる。 
著書に『裸でも生きる』（講談社）などがある。 



第7回「結い2101」受益者総会  参加申込書  

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資料で、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いたします。 

・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。 

・本資料の使用権は、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 

 

    申込方法：FAX（050-3536-3301）またはホームページ（ http://www.kamakuraim.jp ） 

鎌倉投信の 
口座番号 7桁 

代表者氏名 
（受益者） 

（せい） （めい） 
同伴されるご家族 

 

名 
 

住所 
〒      － 
 
 

電話番号 －   － 
メール 
アドレス         @ 

参加方法 
（何れか1つ） 

会場参加 ・ Ｗｅｂ参加 

Web参加を申込まれた場合、後日、申込者専用のURLを 

メールにてお知らせいたします。なお、ご家族でＷｅｂ参加をご希
望された場合、代表者１名様での申込とさせていただきますので
ご了承ください。 

キッズスペース
の利用 

□私が記入した託児資料の記載内容を 株式会社こどもの森 
  へ提供することを了承し利用を申し込みます。 
    ※ □に✔を入れてください。チェックがない場合は受付けできません。  
    ※ 必ず託児資料（おひとりにつき１枚）とあわせてお申し込みください。 

申込人数 

名 

® 

※「受益者総会」は、鎌倉投信の登録商標です。 

私は、決算日（2016年7月19日受渡日）時点での受益者として、第7回「結い2101」受益者
総会への申込みをします。 

    申込期限： 2016年8月12日（金）まで 

    申込先：鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部 



ご氏名 
（せい） （めい） 

ご住所 
 
      都道府県 
 
 

当日の緊急連絡先 －      － 

お名前・愛称 
（めい） 

愛称 

生年月日 平成  年  月  日（  歳  ヶ月） 

性別 男 ・ 女 

排泄 紙おむつ  ・  自立 

日常の保育 家庭内 ・ 保育園 ・ 幼稚園 

好きな遊び 

午睡 有（  ：  ～  ：  ） ・ 無 

アレルギー 

無 ・ 有 （有の場合、下段にくわしくご記入ください） 

平熱     ．  ℃ 

その他伝えたいこと 
 
 

託児資料 

保護者 

お子さま 

記載内容は、受益者総会当日に限るものとし、お子様のお預かりの
ため、託児所を運営する株式会社こどもの森と共有させていただき
ます。 

鎌倉投信
（受） 

鎌倉投信
（確） 

こどもの森
（受） 

備考 



（敬称略・順不同） パネリスト紹介  

鎌田 恭幸（かまた やすゆき） 

鎌倉投信株式会社 代表取締役社長 
外資系信託銀行の副社長を退任後、鎌倉投信を創業。20年以上にわたる資産運用業務の経験 
を有する。個人投資家の資産を育むと共に、人をつなぎ、世代をつなぎ、豊かな社会を創造する 
新たな投資信託を目指している。著書に『外資金融では出会えなかった日本でいちばん投資したい
会社』（アチーブメント出版）がある。 

新井 和宏（あらい かずひろ） 

鎌倉投信株式会社 取締役資産運用部長 
日系信託銀行、外資系投信投資顧問会社等を通じて20年にわたり資産運用業務に携わる。投 
資調査研究、株式、通貨の運用等を行ってきた。豊富な運用経験を有し、前職での運用資産 
額は、1兆円を超える。2008年11月 鎌倉投信を創業。資産運用部長として運用業務を統括す 
る。著書に『投資は「きれいごと」で成功する』（ダイヤモンド社）がある。 

出雲 充（いずも みつる） 
株式会社ユーグレナ 代表取締役社長 
1971年広島県生まれ。東京大学農学部卒業後、三菱東京UFJ銀行に入行。 
2005年、世界の栄養問題を解決したいという想いから株式会社ユーグレナを設立。 
人間が必要とする栄養素のほぼ全てを含むミドリムシを世界で初めて大量培養に成功し、食料
問題、そして環境問題の新たな解決法の創出に挑戦しながら、多角的な事業展開に取り組んで
いる。 
著書に『僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。』（ダイヤモンド社）がある。 

 



会場のご案内  

◆各種警報等 
 緊急地震速報（震度５弱以上）を受信すると自動的に音声が流れます。警報が鳴りましたら、 
 決して慌てず係員の指示に従うようお願いします。また、津波警報が発令した場合は、 
 基準潮位を考慮のうえ案内します。 
 
◆トゲ（ターミナル全体） 
 ターミナルが使用している木材はトゲが刺さりやすいため、『手をついたり』『裸足になった 
 り』すると危険です。特に小さいお子様にはご注意ください。 
 
◆喫煙について 
 館内は禁煙となります。喫煙をご希望の方は、指定された喫煙場所でお願いします。 
 
◆ごみ箱は会場にありません 
 ペットボトルなどをお持込の方は、各自お持ち帰りくださいますよう、お願いします。 
 
◆ペットについて 
 会場へのペット連れ込みはご遠慮くださいますよう、お願いします。 

◆受益者総会会場は、横浜港大さん橋ホールです（入場無料）。 
◆開会中は、時間内の出入りが自由です。 
◆トイレはホール内外に1ヶ所ずつあります。 
◆乳幼児同伴のご参加も歓迎です。会場の一角にキッズスペース（利用料無料）を設け、 
 保育士の方にお世話をしていただきます。ご利用には事前の申込みが必須と 
 なりますので、申し込みの詳細は「キッズスペースのご案内」をご確認ください。 



キッズスペースのご案内  

 
キッズスペースでは、保護者の方が講演に参加されている間、保育士の方
がお子様をお預かりします。ご利用は事前申込となりますので、以下の内
容をご確認の上、お申込みください。 
※当日の急なお預かりは致しかねますのでご了承ください。 

 
預り日時： 2016年9月10日（土）  11:00から17:00まで 
利用料金： 無料 
対象児童： 生後6ヶ月～未就学児 
        ※集団での保育が難しい場合やお子様の当日の体調等によって、ご利用をお断り 
         する場合があります。 

定  員： 10名 
申込期限： 2016年8月12日（金）まで 
        ※定員に達した場合、お断りすることがあります。 

申込方法： 別紙「託児資料」にお子様の情報（おひとりにつき１枚） 
      を記入いただき、参加申込書とあわせて下記申込先まで 
      ご連絡ください。HPからのお申込みも承っています。 
      ※後日、株式会社こどもの森より利用詳細について連絡させていただきます。 

申込先 ： ＦＡＸ：050-3536-3301 
      メール：event_application@kamakuraim.jp 
 
その他 ：キッズスペースでは、遊具等をご用意しています。 
      哺乳瓶、粉ミルク、おやつ、オムツ等をご持参いただければ、保育士が 
      対応します。 
 

 
 
 
キッズスペース運営会社 

住所： 東京都国分寺市光町2-5-1 
電話： 042-571-4536 
ＨＰ： http://www.kodomonomori.co.jp 




