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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

ときがわカンパニー合同会社は、2016年1月に設立されました。

設立目的は「ときがわ町に、人が集まり、仕事が生まれる」状態を創ることです。そのために、
「仕事を自ら創り出せる」ミニ起業家を支援し、彼らが活躍する事で、ときがわ町や近隣地域に、
どんどん新たな仕事が生み出され、人が集まってくるような状態を創れればと考えています。
皆さんのご支援よろしくお願いします。

ときがわカンパニー合同会社がやっていること

ときがわカンパニー（同）代表の関根雅泰（せきねまさひろ）です。
月1~2回の頻度で、この「ときがわカンパニー通信」を発行し、活動の様子を、
皆さんと共有できたらと考えています。どうぞよろしくお願いします。

（右の写真は、ときがわ町役場本庁舎前にある「ときがわ町起業支援施設 ioffice」です。）

はじめに

第19回「本屋ときがわ町」を開催しました！
2020年10月18日（日）10時～15時、第19回「本屋ときがわ町」を開催しました。

今回も、Zoomでのオンライン本と、リアル出店のハイブリッド版です。

昨日までの冷たい雨が嘘のようないいお天気でした。
本を並べ、Full本屋×ノユークさん達が、来てくれた後、
私は、次男（年長）のはなぞの保育園運動会の応援で、いったん抜けます。

10時からは、風間さんが進行役で、Zoomでのセッションを進めてくれました。
まずは、カリフォルニア州サンホゼから、R.晴海さんによるセッション「おでんとホットドッグ：日本とアメリカのコンビニ文化」です。

12時頃、私が戻ってきたら、移動絵本屋てくてくの小原さんが、お客さんと話していました。中に入ると、無人本屋「くらんなか」の
たつろーさんが、来ています。しるし士本を、ときがわ町地域商品券で買って下さいました。ありがとうございます！

13時、風間さんの進行で、BOOK CAFÉがスタートします。参加者各自が、
持ってきた本を紹介し、気になった理由等を話した後、意見交換をしていきます。
皆さんが紹介してくれた本：「イシューからはじめよ」「論点思考」「てん」
「How to win friends & influence people」「キャリアの心理学」
「社内営業の教科書」「サラリーマンを副業にしよう」

最後に、参加された皆さんから、感想を頂きました。
・コロナの中、意識的に自分を広げるために、本屋に参加した。ここに参加すると、アメリカまで一気に広がる。参加させたい仲間もいる。
・晴海さんのお話は、非常に興味深かった。標準はそれぞれ違っている。アメリカの大統領選やブラックフライデーのことなども知りたい。
・本を読んでアウトプットするのは楽しい。引き続きこういうイベントがあれば。自分のやりたいことをアウトプットし、コメントをもらう。
・今日も楽しい1日。今後、イベントを企画し、皆さんが発表できる場を作っていきたい。
皆さん、ありがとうございました！

比企起業塾 第4期 講座（１）を開講しました。
2020年10月17日（土）13時30分～16時30分＠Zoom＆iofficeで、比企起業塾 第4期 講座（１）を開講しました。
講師5名、塾生4名でのスタートです。

１．オープニング 自己紹介と、今の気持ちを「漢字一文字」で表現してもらいます。

・Kazuma「楽」 楽しみ めちゃくちゃ不安はあるが、心の一番下まで掘り下げると、起業は「楽しく」ないとできない。
ときがわ町との出会いは、比企起業塾 第3期と本屋ときがわ町の撮影 ドローンをときがわ町の山に落としたのがきっかけ。

・青ちゃん 2020年3月に、ときがわ町シェアハウスに越してきた 都内の経理の仕事 地域に関わりたい
「疑」 うたがう 何もできない、自分にできるのか、起業塾で何をやるのか、今日、歯医者で歯を抜くので、食べられるのか？

・Tさん 川越市在住 ときがわ町でキャンプ場を始めたい 「動」 考えるより動くタイプ 行動力 候補地探しをしている
学んで動く 良いサイクルを心掛けたい

・ 飯島千春さん ちはるふぁーむ ３年前に就農 夫が、比企起業塾1期生 今回は自分が4期生
「挑」 挑戦 今までのものを継続しつつ、新たなことに挑む

２．事前課題本「小さな会社の稼ぐ技術（ランチェスター戦略）」を読んでの感想を、自社事業に照らし合わせて話してもらいます。

１）Tさん
・普段あまり本を読まないが、この本は夢中になって一気によめた ・地域、客層、商品を絞る ・絞るのが怖い

お客様が減ってしまうのでは。 言ってることは分かるが、いざ自分に絞り込みができるのか 始めてから絞るのは難しそう
始める前にランチェスターで絞り込みを学べたのは良かった。 ・小が大に勝つ 初めに戦略を考える重要性

２）青ちゃん
・このまま会社員は嫌だなー 地域に関わりたいなー ・ブログは、わんさか書いているが、「売れるもの」は作ってない
・私にできて「面倒くささ」を解消できることは何か？ ・毎朝５時に起きて、ブログを書いている

（青ちゃんには、早速、「インタビュー記事執筆」という仕事をしてもらいました。裏面の尾上さん記事が、それです。 →）
３）Kazuma
・どうやって絞っていくかを考えながら読んだ 商品、地域、客層 想像力が自分には欠けている 深く考えつくすことができない

そこを実感した ・自分が持っているものは何か Web制作、研修のオペレーター業務や映像制作は、その日暮らしのスキル
自分自身にコンテンツが無い コンテンツが欲しい 自分もブログを書きたいが、書けない 今目の前の仕事で精いっぱい
他のことにエネルギーを注ぎきれない 目の前だけでなく、他の事にも 皆さんはどうしているのか？

４）千春さん
・あまり本を読むほうではない。・比企起業塾1期で、夫が学んだランチェスター戦略を、一つずつ実践していった。

結果、ねぎの生産面積は比企郡で1位になった。 一点集中：ネギに集中。
接近戦：顔が見える地元の方に売る。 差別化：コアラのマーク ネギ販売時にシールを貼って差別化 覚えてもらう。

・3年やって、ネギは販路が落ち着いた いろいろな所に出させてもらっている。 今の課題は、ネギ以外の品種を栽培 新たに
販路を探す 営業が苦手 そこを勉強したい 情報発信が苦手 農業で外に出ることが多い 家でPCに向かうのが面倒くさい

３．風間さんの進行で「イノベーションマトリックス」を書き、各自の事業案や課題について話してもらいました。

１）Tさん
・夜景を見ながらゆるりと過ごせるキャンプ場、サイクリスト向けソロサイトを作りたい。
・ときがわ町にはキャンプ場が多いので、どう共存していくか、考えたい。
２）千春さん
・ネギは順調 新しい商品、野菜を営業していきたい まだ始めたばかりの事業

営業電話は、得意ではなく、緊張して喋れなくなる 営業の仕方も学びたい。
３）Kazuma
・比企起業塾で、課題としてやっていきたいのは、

自分に何ができて、できないのか、 どうやって営業をしていくのか。
４）青ちゃん
・ときがわに関わりたい 適切な価格で、三方良しになるビジネスにしたい

廃棄野菜でも十分美味しく食べられる ビジネスの仕組みを作りたい 農家の人たちの気持ちを知りたい

４．クロージング（結び）
・Tさん：「ランチェスター戦略」を、自分のキャンプ場戦略に落とし込む。
・Kazuma：一人では気づかなかったことに、気づけた。アドバイスを受けて、新しい自分の考えが生まれるきっかけになった。
・青ちゃん：起業志望者と交流できることがありがたい。課題解決だけでなく、価値創造も考えるというキヨちゃんのお話が残った
・千春さん：Zoomミーティングも初めて。しゃべってみるとスッキリする。

皆さん、ありがとうございました！これから共に進んでいきましょう！次回も楽しみです！

女子中学3年生の起業相談にのりました。
2020年10月4日（日）東京のとうちゃんズ仲間の河田さんが、中3の娘さんを連れて、ときがわ町に来てくれました。
娘さんが、「中３で起業したい」と考えているからだそうです。他のとうちゃんズ仲間と共に、起業相談に乗ります。
税理士の秋田谷さんは、東京から、ボーイスカウト隊長の落合さんは、ベトナムから、Zoomで参加してくれました。

まず、なぜ起業しようと思ったのか、理由を聞いてみます。
・中2の時、友達が、将来の夢の話をし始めた。なりたい職業の話が多かった。
・起業なら、全部の分野に通用する。これだけをやるというよりも、起業のほうが、全体に関われるのでは。
・高校生起業や中卒で起業した人を、TVで見た。純粋に、社長ってかっこいいな、響きにあこがれて。
その後は、彼女からの質問や、彼女が考えている事業について話を聞きました。 その日の夜に、河田さんからメールをもらいました。

皆さん、本日はありがとうございました。無事に家に到着しました。
話をして疲れきった娘が電車で寝るかと思いきや、情報整理にずっと話をしてきました。本人も何か吹っ切れたようです。
今後の大学についても今の延長でなく、小さなビジネスをした後、何が本当にしたいか悩むようです。コロナ次第ですが、そう遠くないタイミングで皆さまと
お話しできる機会を持ちたいです。 河田 河田さん、ありがとうございました。みるちゃん、頑張れ！



ときがわカンパニー代表
関根雅泰のLINE@です。

もしよかったら、
友達登録をお願いします。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
次は第31号で活動を報告します。お楽しみに！

おわりに

今後のイベント紹介

◎第20回「本屋ときがわ町」を開催します！

2020年11月15日（日）10時～15時 ＠リアルとZoom で、

「本屋ときがわ町」を開催します。（毎月第３日曜日開催）

今回は、アメリカ カリフォルニア州サンノゼ、ときがわ町を、オンラインでつなぎつつ
リアルでは、ときがわ町役場本庁舎前 iofficeで、移動絵本屋てくてく小原さんによる絵本やハーブティーの販売、
そして、古本屋さん（Full本屋×ノユーク）の出店等を行います。

ご興味のある方、ぜひ！ご参加ください。
（出店者も、募集中です！）

＝＝＝
●スケジュール （変更する可能性もあります）

10時～10時20分 参加者自己紹介
10時20分～11時 R.晴海さん

「アメリカのサンクスギビング＆ブラックフライデーの様子（仮）」
休憩

11時15分～11時45分 フリーディスカッション
昼食

13時～14時30分 鳩山学生シェアハウスのイブキとコニー「運ぶ受付のその後（仮）」
14時30分～ 参加者からひと言
15時 終了

＝＝＝
●参加方法
・気軽に、本屋のみ見に来て下さることも、もちろん可能です。
・セッションに終日参加：2,000円、午前のみ参加：1,000円、午後のみ参加：1,000円
・オンライン参加の場合、Peatixで、参加チケットをご購入頂くと、

追って、Zoomのアドレスをお送りします。
・リアル参加の場合、当日、現金でお支払い頂きます。
・当日は、投げ銭！で、出店者たちを応援することもできます。
＝＝＝

新型コロナの影響で、三密を避けるといった内向き、後ろ向きになりそうな状況だからこそ、あえて世界に
「開かれた本屋ときがわ町」を開催したいと考えています。皆さんのご参加と、出店者へのご支援、
なにとぞよろしくお願いします。

●お申込み：インターネットで「ときがわカンパニー」と検索ください。
一番上に「本屋ときがわ町」の案内記事が出ています。

◎ときがわ町起業支援施設 iofficeでの「有料起業相談」のお申込みについて
「ときがわカンパニー」のブログに、「代表 関根の大まかなスケジュール」が出ていますので、
そちらを確認の上、「フォーム」からお申し込みください。（1回 約1時間 1,100円）
24時間、365日 いつでもお問合せ可能です。

ときがわ町内の不動産屋が【家じまい】を語る
比企起業塾1期生、尾上美保子さんにインタビュー
比企起業塾1期生の尾上美保子さん。
過去には不動産屋の備品販売の営業職・整体院の開院のご経験があり、
3児の母という側面を併せ持っていらっしゃいます。
現在はときがわ町内の不動産屋・株式会社Re’leaseの代表として、
空き家物件の売買仲介、ときがわ町のおためし移住物件の管理など、不動産の様々な問題に奔走されています。
尾上さんが強い課題意識を持っているのは、今回話してくださったテーマでもある家じまいについてです。

相続等で受け継いだ空き家に、時折足を運び風通しを良くし、草むしりをして近所迷惑にならないようにしている…。
お子さんに実家の土地を継ぐ意思がないと言われた…。
相続した空き家をお持ちの方や、一人住まいの高齢者は家の将来にかなりの不安を感じているけれど
どうすればいいか分からず、がんじがらめになっているケースも多いと語る尾上さん。
家と真摯に向き合い、デリケートな問題に切り込みます。

―尾上さんの考える『家の終活』ってどのようなものでしょうか？
家を家族の一員と捉えて、家の今後を考え、良縁を求めることです。
ちょっと変かもしれないんですけど、私、家に行くと話しかけてしまうんです。『今日も暑いね～』とか『また来るね～』と
か。家も呼吸して家族を雨風から守りながら共に生活していると考えているからです。

家を生きているとしたうえで、将来自分の家が管理されず放置された状態を想像すると
一層やりきれない気持ちになりませんか？
そもそも家は人よりも長生きなので、修繕すれば寿命はもっと伸びます。
直して使い続けるのではなく、取り壊すケースもあります。
でも、どんな形であれ、将来十分な管理ができないならば家を手放して、新しい家族に明け渡すのが家じまいのベスト
な形だと思います。家じまいを実現されて大変喜ばれた地主様もおられます。

―家を手放せない方はどのようなお気持ちでいることが多いのでしょうか？
相談にいらっしゃる方からよく耳にするのは、『自分の家には値段がつかない』と
『自分の代で手放すのはご先祖様に申し訳ない』という台詞です。
他にも、『子どもに実家の土地はいらないといわれたが、どうしていいかわからない』という声も多いです。
ご家族に相談しにくく、お一人で悶々としているなら、ぜひ私に相談してほしいです。

―これまで相談に来られた方はいらっしゃるんですか？
はい。ときがわ町内でも、墓じまいを予定され空き家だった実家を手放す方の相談が増えてきました。
具体的には自宅以外の土地の売却を検討中の70代ご夫婦や、高齢の一人暮らしで、自宅を売りに出して町内の賃貸
物件へ引越しをご希望の方などが挙げられます。どれも家じまいのひとつの在り方だと思います。
その他にも、色々な相談が寄せられていますので、プライバシーには配慮しながら可能な限り情報の提供もいたします。

ご相談方法は、お電話または事務所にお越しいただいております。まずはお電話いただければと思います。
お話しするのに一切費用はかからないので、家の終活に対する不安があれば何でもお聞かせください。

―ありがとうございました。

●編集後記 この記事を書いた人：青（比企企業塾4期生）
尾上さんとお会いするのは2度目ですが、そうとは思えないぐらい話しやすく、パワフルな方でした。
私自身、法外な原状回復費を請求されたことがあるのですが、
もしあの時の担当が尾上さんだったら、もっと親身になってくれていたのかな…と思い返してしまいました。
電話をかけて第一声を聞けば、これまでの不動産屋とは一味違うこの感覚がきっと伝わると思います。

●尾上さんへの相談
＜電話番号＞ 080-7002-9160（直通） 0493-81-3338（事務所）
（株）Re’lease 代表 尾上美保子
社名の『リリース』は、もめ事が多い・縛りが強いといった田舎の悪いイメージや『土地からの解放』を意味し、
土地や家、お墓などを巡る問題がかつての価値観から急激に変化している現代において、土地や家などの不
動産と人をつなぐ『仲介人』として、これらの問題解決をお手伝いしたい気持ちが込められています。


