
香り高いスープカレー(左)
と、口あたり爽やかな
ゆずサイダー(右）

スタッフおすすめのキャンプ、スパイス、ビジネス、まちづくりに関する本や
絵本などが約1,000冊。日常の喧騒を忘れて、スパイスの効いた特製カレーを
味わい、「人生のスパイス」となる本を読みながら、じっくり自分と向き合う
ことのできる大人の「ひみつきち」です。

④ ときたまカフェ
（ときたまひみつきちCOMORIVER）

特別版 2019年春号

（4月12日配布予定）

左のロゴは、ときがわ町シェアハウス

まちんなか住民の堀越優美さんが作成

ときがわ町役場

園芸、ハーブ、カフェの本や
絵本など。見ているだけで楽
しくなるような小物たちに囲
まれ、アットホームな雰囲気
を味わいながら、ゆったりと
した居心地のいい時間を過ご
すことができます。

② Cafe OLUOLU

「ときがわカンパニー通信 特別版」では、「本が買える」・「本が読める」場所を
発信することで、ときがわ町の新たな「１ページ」を発見します。
本といえばカフェ、ということで春号のテーマは「カフェ」。本を切り口にして、

ときがわ町にある素敵なカフェをご紹介します♪

ようこそ「本の町ときがわ」へ！ ～「木」に「一」を足すと「本」になる～

コーヒー、アウトドア、自然、
木工品、カヌーの本や小説など。
たくさんの木工品が醸し出す木の風
合いに、本がしっくりなじんでいる
お店です。木のぬくもりを感じなが
ら、ゆったり流れる時間を楽しむこ
とができます。

③ ときがわカヌー工房＆
カフェギャラリー番匠

「ときがわ町に本屋をつくりたい」
そんな想いからスタート。町全体を
「一つの本屋」に見立て、「本を楽
しむ人」が集える町にしていきます。

「本屋ときがわ町」プロジェクト

発行：ときがわカンパニー合同会社 文責：関根雅泰（せきねまさひろ）
住所：355-0343 埼玉県比企郡ときがわ町五明1083-1 電話・FAX：0493-65-5700

URL： https://tokigawa-company.com/ メール：info@learn-well.com

ときがわカンパニーは、「本屋ときがわ町」プロジェクトを通じて、更に「ときがわ町に人が集まり、仕事が生まれる」
状態を創っていきます。この「特別版」は、比企起業塾2期生 風間崇志さん、風間有加さん＠坂戸市が作成しました。

本が読めるところ

本が買えるところ

ときのこちゃん

「しるし本」とは？
読んだ人が、気になる箇所に折り目をつけたり、線や
メモを書いたりした本。それを読むことで、「しるし」を
つけた人が、その本で学んだことを知ることができる。

３月２日に「第２期
比企起業塾」の活動
報告会が開催された
２期生の思い出の地！

ほっとする自然な
甘さの米麴豆乳甘
酒。米麴のつぶつ
ぶ感が嬉しい

川べりにはオーナー
自作のカヌーも

ハニーバタートースト
旨すぎます！

楽しい木の椅子に子どもは
大喜び間違いなし！

上流の都幾川の水は
ものすごーくキレイ！
埼玉の宝ですね^^

おおつき
大附地区大野地区

多くの気づきと学びが得られる
読書会も開催

メンター起業家が注釈を加えたミニ起業家むけのビジネス
書を「しるし本」として販売。地域に密着した「ミニ起業家」
育成の拠点施設として、４月２０日（土）にオープンします！
ミニ起業を目指す方の学習・交流の場としての役割も。

① 本屋ときがわ町
ioffice店

町西部の大野や西平には、
「上サ」という初めて見る地名
が。「かさ」と読みますが、

まったく読めませんでした(**)
他に「中カ」「下モ」「上ミ」も。

メモ

かつて集落境に縄を張って悪いものを防ぐ
「フセギ」行事が行われていました。縄には
ワラで作った星や男根、サイコロなどを吊り
下げていました。（情報求ム）

毎年４月第2日曜日に、送神祭が行
われます。昔、疫病が流行した際に、
悪病退散のため始められました。神輿
と多くの旗を持ち、行列を作って大野
神社から境神まで練り歩きます。

カフェギャラリー番匠では、
駐車場脇にサイクリスト用に
軽食などが買える自動販売
機を設置しています。
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★「本のあるお店」やおもしろい情報をお寄せください！★
「ときがわカンパニー通信特別版」（年４回発行予定）では、皆さまからの情報も参考にしながら、
ときがわ町の魅力を発信していきます。
「本のある」お店のほか、珍しい慣習や行事など、「おもしろい」情報がありましたら、ぜひ情報を
お寄せください！ ご連絡は、kazaman1157@gmail.com まで(^^)

秩 父 、 比 企 地 方 に見 ら れる 伝統 的な 習
俗 。 小 正 月 に ニ ワト コ など の木 を削 っ
て つ く り 、 五 穀 豊穣 を 願う 「ツ クリ モ
ノ 」 の 一 種 。 ほ かに も アワ ボ・ ヒエ ボ
（ 粟 穂 ・ 稗 穂 ） 、カ ユ カキ ボウ （粥
か き 棒 ） 、 マ ユ ダマ （ 繭玉 ）な どが つ
く ら れ ま す 。

第１回：ケズリバナ

発見！ディープなときがわ

取材にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました！！

小川町げんきプラザ勤務の伊藤さんは、町の役に立ちたいという想いから、ときがわ町に「無人本屋」をつくる計画を
思い立ったそうです。都内の「無人本屋」を訪れるなど、本屋づくりを研究中。実現が楽しみですね！

ときがわ町に「無人本屋」をつくりたい （シェアハウス「まちんなか」 伊藤さん）

取材ではこんな方にも出会いました！ときたまカフェ （ときたまひみつきちCOMORIVER）

【一言メッセージ】
お一人での利用はもちろん、家族や仲間同士でも、これからの暮らしや地域での仕事の
ことなどを考え、語らう時間をお過ごしいただければと思います。(前支配人 三ツ石さん)

〔所在〕ときがわ町大字本郷930番地１

特製スープカレーには、「本日のスパイス」セットが添えられます。お好みでスパイスを調合し
て、ごりごりやれば、オリジナルスパイスのでき上がり！ただし、かけすぎ注意。（風間）

新鮮なスパイスを用いた特製スープカレーや香りを活かしたランチ
プレート、フレッシュなゆずサイダーなどを味わうことができます。
特産品の物販も。パソコンやWi-fiも利用可。

ときがわカヌー工房＆カフェギャラリー番匠

【一言メッセージ】
ときがわ町は木の町。たくさんの木工品に囲まれた店内で、優しいぬくもりや
質感など、木の良さを思う存分に感じていただきたいです。（堀越さん）

〔所在〕ときがわ町番匠304番地
〔URL〕https://cafegallery-banjo.jimdofree.com/

思わず目移りしてしまうランチメニューやときがわ町産小麦粉のパンを
使った「ときがわトースト」が大人気。店内にはオーナーが製作した
木工家具やカトラリーなどが所狭しと並べられています。すぐ近く
を流れる都幾川ではカヌー体験も。

ランチも飲み物も木工品もすばらしいけれど、メニュー表や看板の文字装飾にも
要注目。いずれも独学で文字のデザインを学んできた堀越さんの手によるもの。
“愛”にあふれていますね^^（風間）

Ｃａｆｅ ＯＬＵＯＬＵ （オルオル）

【一言メッセージ】
「OLUOLU」はハワイの言葉で「心地よい空間」。大好きなハワイのように
心地よくゆったりとした気分を味わっていただきたいです。（店主 畑さん）

〔所在〕ときがわ町玉川2427番地１
〔URL〕https://cafe-oluolu.wixsite.com/cafe

自ら育てた無農薬野菜をはじめ、安全・安心にこだわった
食材を使用したランチや飲み物を提供しています。店主の畑
さん自らセレクトした可愛らしい雑貨類も必見。

畑さん自慢のセレクト雑貨。私の好きな猫グッズ
も豊富で、見るだけで楽しい気分になりますネ♪
（風間）

「本のある」おすすめスポット紹介

〔URL〕https://comoriver.com/

【一言メッセージ】
ときがわカンパニーでは、地域での起業を目指す人を応援しています。
ときがわ町で、本を買える場所、本を読める場所を増やし、ヨーロッパ発祥
の「Book Town (本の街)」をときがわ町に創ります。(代表 関根)

本屋ときがわ町 ioffice店 （ときがわカンパニー合同会社）

〔所 在〕ときがわ町大字玉川2490番地
〔時 間〕 月1回 不定期オープン

※オープン日は、この通信やブログでご案内します。
〔URL〕https://tokigawa-company.com/

人が集まり、仕事が生まれるときがわ町を目指して、自ら仕事をつくり出せる
「ミニ起業家」の育成や町の魅力を発掘・発信に取り組んでいます。

こちらに出入りするようになって、
「人と人とのつながり」の大事さを
実感しています。（風間）

ケズリバナ（削り花）
（iofficeにて実物展示中！）

はじめまして『本まなび一家』です

夫：タカシ 妻：ユカ

オススメ本コーナー

『NEW POWER』（ジェレミー・ハイマンズ）
テクノロジーの力でいつどこでも誰とでもつながる
ことが可能な現代。「ニューパワー」とは、そこで
生まれる「群衆の力」。それを最大限に活かす
には「行動を促す」「つながりを生む」「拡張性が
ある」ことが大事。ニューパワーの正しい使い方
を習得することが、事業成功の鍵だといいます。

『嫌われる勇気』（岸見一郎）
アドラー心理学は、他者ではなく自分を変える
ための心理学です。「他者の評価を気にするこ
とは他者の人生を生きること」であり、「自分の
人生」を生きるには、自分と他人の問題を区
別し、「自分の信じる最善の道を選ぶこと」が
大事ということを教えてくれます。

『ほんやのポンチョ』（にしのあきひろ）
本を読んだ人が、その本から何を学んだかを
メモや付箋でしるしをつけて売る「しるし本」。
読んだ人の「信用」が、本の価値を決めます。
これからの時代は、「お金」よりも「信用」が重
視され、「信用」が個人の価値を決めるという
著者の世界観が表現されています。

第２期比企起業塾を卒塾。学びの

伴走者、「学びすと」。専門分野は、

学び、自己分析、まちづくり、伝統

工芸、食。特技はモノマネ、絵本の

読み聞かせ、言葉遊び（ダジャレ）。

民俗学が大好き！その地域に

残る習慣や伝承を研究してい
ます。ディープなときがわ町を

探っていきます！

『十二国記シリーズ』（小野不由美）

中国風の異世界を舞台にしたファンタジー小
説。十二の国が存在する異世界に流されて
きた人々やその国の人々が織りなす物語。
登場人物が葛藤し成長していく姿は、ファン
タジー小説を超越していると感じます。なんと
今年18年ぶりの新作長編が刊行予定！

『１分で話せ』（伊藤羊一）
プレゼンに限らず人前で話す機会というのは
誰でもあります。この本は、誰でもロジックに、
分かりやすく伝える技術を私たちに教えてくれ
ます。ポイントは「結論ー根拠ー例えば」。こ
れだけです。まずは１分を使って自分の主
張したいことを簡潔に伝えてみませんか？

『乙嫁語り』（森薫）
19世紀後半の中央アジアなどに住む人々
の生活や文化、恋愛などを描いたコミック。そ
の絵の繊細さに驚かされます。当時の衣服
や家屋が細かいタッチで表現されています。
その壮大なストーリーに、男女問わず引き込
まれてしまいます。

夫の実家は元本屋。身の回りにいつも本があり、本はもはや自分を構成する
一物質です。妻は学生時代に本屋のバイト。育児休暇中には司書資格も取得。
娘は大の絵本好き！昨年１２月生まれの長男も必ず本好きに育てます！


