
第37号
2021年4月27日発行
（2021年5月9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・堀越優美さんが作成

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

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

第 2 5回「本屋ときがわ町」を開催しました
2021年4月18日（日）10時～15時、第25回「本屋ときがわ町」を開催しました。

今回は、趣向を変えて、リアルのみでの開催です。イベントは無しで、外でのんびり、出会った人
と話し込む良い機会になりました。

鳩山町から、若手デザイナーのコニー（比企起業大学 21春メンバー）と、シェアアトリエniuの
花岡さん、イブキ、70seedsの美里さん達が来てくれました。（美里さんは、素敵な写真も撮ってく
れました。ありがとうございます！）

イブキ達が、「本屋ときがわ町」用の「動く本棚」の案を提示してくれました。そこには、ときがわ町
の建築士高橋さんも参加し、プロ目線で助言を下さいます。

ときがわ町生まれ、在住のUさんも来てくれました。大学卒業後、個人事業主として、最先端の
プログラム開発をしている方でした。これまた凄い方が、ときがわ町にいましたね。

アーティストでもある花岡さんが黒板アートを書いて下さることになりました。コニーに、タイムラ
プスでの撮影を依頼。子供達も、わちゃわちゃと描き足してくれます。さすが花岡さん、素敵です。

ねこのみち＠熊谷のHさんが、注文していた書籍を持ってきてくださいました。比企起業塾1期
生の尾上さんが、「ランチェスター本」を買いに来てくださいました。以前、買ったものがボロボロ
になってしまったそうです。そこまで読み込んで下さり、著者の竹田先生も喜ぶと思います。

比企起業大学 21春メンバーの佐藤みつさんも、ご友人のSさんと共に来てくださいました。
Sさんは、比企起業塾2期の報告会にも来てくださった方です。ありがとうございます！

15時、片付け。参加したコニーが「地元や地域の人が代わる代わる来て、とても面白い場所」
とコメントしてくれました。皆さん、ありがとうございました！

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 （すみません、外出が多い為、留守電に

メッセージをお残し頂ければ、こちらからお電話します。 ただ、メールの方が連絡が取りやすく、ありがたいです。）

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

比企起業塾第 4期「お疲れ様会」を開催しました
2021年3月27日（土）10時～14時＠NONIWAで、比企起業塾 第4期「お疲れ様会」を開催しました。

（比企起業大学 21春学部生の一部も参加してくれましたので、彼・彼女らの歓迎会もかねて）
写真は、チーム企の戸井田夏子さん（なっちゃん）が担当。赤ちゃん連れで、撮影に来てくれました。

比企起業塾 1期生のナオさんと、3期生のAricaさんが準備を手伝ってくれました。ときがわブルワ
リーの小堀さんから、ジュースの差し入れ。野あそび夫婦のたっちゃん、エリーさんが、素敵な場所と
時間を提供して下さいました。皆さん、ありがとうございます！

PERFECT BEER＠志木の藤沼さんのビールで、「かんぱーい！」 比企起業大学・大学院講師の
林さんが、進行をして下さいます。

まずは、比企起業塾4期生に来てもらい、起業塾で学んだことや今後について、話してもらいます。
次に、比企起業大学 21春 学部生の3人にも、前に来てもらい、21年4月から始まる比企起業大学へ
の意気込みをお話頂きました。（学部生は、計7人の予定です）

その後は、強い女＠小川町の「子供カレー」と「大人カレー」を、皆で頂きました。サプライズで、
稲村ジョージと、バージョンさんによるライブ演奏もあり、盛り上がりました♪

最後は、林さんが締めをしてくれます。比企起業大学大学院 特別アドバイザーの清田さん＠寄居
町から、一言頂きました。最後は、私からも挨拶をして、終了！皆さん、ありがとうございました！

2 02 1年度春学期「比企起業大学」
入学式を行いました
2021年4月1日（木）18時～19時、比企起業大学 21春学期の入学式を行いました。

学部生6名と、先輩ミニ起業家の方々、講師陣が参加してくれました。
その様子を共有します。
＝＝＝
関根総長あいさつ
比企起業大学 2021年春学期 ご入学の皆さん、おめでとうございます。これから皆さんと、
共に学び、進んでいけることを、講師陣、先輩起業家ともに、嬉しく思っております。
学部生の皆さんは、これから「地域でのミニ起業」という世界に入っていきます。 会社であれば上司、学校であれば先生といった、
誰かが先に立って、何かを指示してくる世界ではなく自らが前に立ち、やることを決め、決めたことをやる世界に入ってきたということです。
私自身は、小さくても、ミニ起業家の仕事は「未来を創る」ことだと考えています。
私たちが思い描く未来を実現していく。それこそが、ミニ起業家の仕事だと思っています。
それらを共に学び、お互い、自分たちが「思い描く未来」を創っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。

第3回ときがわ自然塾「ダウンシフター高坂さんの講演会」を開催しました。

2021年4月3日（土）16時～18時、ダウンシフター 高坂勝さんの講演会を、
トカイナカハウスにて、神山さんとの共催で開催しました。
・千葉県匝瑳市でのSOSA Project
・AIの分析（2017）地方分散シナリオへの移行には、あと7～9年がカギ。
・地域内循環経済 ・送電線の無い村をつくる。ソーラーパネルの下で有機農業。
・都会を「適疎」に。空き家を更地にして畑にする。 ・農作業は哲学になる。
・若者が、東京に魅力を感じなくなってきている。
18時～20時、懇親会。
高坂さん、福島さん、そして、トカイナカハウスの神山さん、
ご参加くださった皆さん、ありがとうございました！

● Norikoさん
・さいたま市
・NONIWAでキャンプをしていた。
・自分が焚き火をする場所がほしい。
・女性専門のキャンプ場ができたら。
・エリーさんから紹介されて、起業相談。
・キャンプ場→起業 つながってきた。
・板橋つながり
● 内野まさきさん まーちゃん
・２４歳
・先月、ウェブ制作会社を辞めて、バイトしながら。
・4期生のKazumaの紹介。
・ノリと勢いで入った。
・起業に興味あり。どんなものか知りたい。
・色々な業種の人と会える。
・大田区 羽田空港そば
● 小西たかひとさん コニー
・2021年3月に、大学院を修了。建築を学んでいる。
・隣のときがわ町で、風間さん達と出会った。
・鳩山NTに住んでいる。この町は、建築的にも面白い。
・学生シェアハウスなので、卒業したら出ないといけない。
・この町は面白そうということで、住むことにした。
・シェアアトリエを運営。
・鳩山町で、まずはフリーランスとして活動しようと決めた。
・何をしたら喜んでもらえて、お金が得られるのか。
・それを、この半年間で学べたら。
・NTに町の余白が生まれている。50年たって。アートやクラフトの
活動が盛んになっている。人工に作られた街だからこそ、余白が
ある。

●リエさん
・2019年に会社員を辞めた。
・家の近所で、パートで行政書士事務所で働いた。
・2021年6月に辞めてフリーで。
・坂戸で起業支援をやってるか調べてみたら、風間さんのブログ
を見つけた。
・どうアプローチするか考えた。TWで距離を縮めた。
・Zoomでプレセミナーに参加。
・自分に合ってそう。
・キャリアコンサルの資格。
・お悩みに答えるようなセミナーをやりたい。
●真弓さん
・パットニーベイク＠鳩山を開業
・コミュニティマルシェでお菓子を販売。
・菅沼さん、トヨさんに紹介。
・なかなか仲間に加われず。
・喫茶幻で、関根と出会い、楽しそうと思い、決めた。
・無農薬野菜のマカロン
●佐藤みつさん
・2021年1月で、48歳。年男。
・大事な12年と思った。
・次の丑年が来るまでに何かできたら。
・Clubhouseで、朝5時30分に参加。
・起業を考えたことは無かったが、そういうマインドを持ちたいと
思った
・ギリギリに申し込んだ。
・上尾市 ときがわまで車で１時間
・比企郡には知り合いもいて、良い所と聞いていて。
・職場から参加。
● (７名目は５月より参加予定)

学部生からあいさつ・自己紹介

(参考) 高坂さんの本
『Re:次の時代を先に生きる』（2016）

『減速して自由に生きる ダウンシフターズ』（2014）



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38号で活動を報告します。お楽しみに！ (編集：コニー)

おわりに

今後のイベント紹介

◎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。

◎第2 6回「本屋ときがわ町」を開催します！
2021年5月16日（日）10時～15時

毎月第３日曜日は、「本屋ときがわ町」！

今回も、リアルで開催します。（が、コロナの影響次第では、オンラインでの開催もあり得ます）
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！出店料550円）
＝＝＝
●スケジュール （変更する可能性もあります）
10時 オープン！
１２時～ 出店者ランチタイム （お店はあいてます）
１３時～１４時３０分 「地図を見ながら、地形と地質について学ぶ」ワークショップ
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。
・イベント参加の場合は、別途、参加費が必要になります。
・当日は、投げ銭！で、出店者たちを応援することもできます。
＝＝＝
●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。

◎第４回「ときがわ自然塾」を開講します！
2021年5月15日（土）16時～18時、ときがわ町のトカイナカハウス＠番匠で、第４回「ときがわ自然塾」を開催します。

今回は、「里山資本主義」の藻谷さんの講演です。「現実をゆがめず理解するための３つのかんどころ ～ コロナを題材に」
コロナと地域を独自の視点で見つめてきた藻谷浩介さんの見る日本人論、日本社会論です。
ご興味ある方、ぜひ！ご参加ください。（参加費3,000円）

◎「ときがわ材の消毒スタンド」を販売しています！
ときがわの建具屋さん 荒井謙さん作の
「ときがわ材の消毒スタンド」を販売しています。

・大人用 シングル 消毒スタンド 11,000円（税込み）
・大人＆子供用 ダブル 消毒スタンド 22,000円（税込み）

さいしん都幾川支店さん、ふれあいの里たまがわさんでも
使って頂いています！ありがとうございます！

お問い合わせは、関根まで（info@learn-well.com）

鳩山ニュータウンにシェアアトリエを立ち上げる
こんにちは！比企企業大学21春コースのコニー(小西 隆仁)です。建築を専攻したデザ

イナーです。ときがわ町の隣、鳩山町鳩山ニュータウンに2020年の4月から移住して活

動しています。超高齢化を迎えつつも盛り上がりのある鳩山ニュータウンでの活動を、

ときがわカンパニー通信の場所を借りて、活動報告をしています。

002では2021年4月に立ち上げたniu（ニュウ）についてお話します。

● シェアアトリエ niu(ニュウ)とは
鳩山ニュータウンにある元空家だった戸建賃貸を活用した交流拠点です。2021年4月よ

り、アートや建築など、多様な表現活動に携わる若い人たちが移住して生活をしつつ、

一階にて展覧会やワークショップ等を月一回程度の不定期で企画・開催しています。

niu.
002

コニーのシェアアトリエn i u (ニュウ )に行ってきました。
2021年4月4日（日）16時頃、コニー（小西隆仁さん）が始めた「シェアアトリエ niu（ニュウ）」＠

鳩山ニュータウンに行ってきました。niuは、鳩山ニュータウンの空き家を活用した「交流拠点」だ
そうです。

玄関から入ったらサランラップが包装されてました。引っ越してきてのご近所挨拶で配ったもの
だそうです。色々包装されています。近くで良く見ると「・・・？！」という絵もありました。
東京芸術大学大学院で、日本画と現代アートを専攻する花岡美優さん。
鳩山学生シェアハウスの仲間 イブキと、ライターのMisatoさんもいました。

＝＝＝
コニー、花岡さん、シェアアトリエ niu のオープン、おめでとうございます！

住所：比企郡鳩山町楓ケ丘4-8-6

比企起業大学 21春メンバー

・目的

東京郊外の高齢化が進む鳩山ニュータウンに、元空家だった戸建賃貸を活用した交流拠点として、「シェアアトリエ

niu(ニュウ)」を立ち上げました。分譲開始からおおよそ50年が経過する鳩山ニュータウンは、住民の高齢化、それに伴う

空き家や空き地など、まちには余白が生まれてきています。ベッドタウンとしての役割を終えつつある今、住民はかつて

の寝食だけの生活から、その生活にうまれた余白を、空間の余白と共に趣味活動など、個人の活動として転換しています。

そうした空間や生活の余白を、住民との交流を通じて、一緒に考え、発信することを目的とした場です。

・今、活動している人

小西隆仁 （運営・主催） 東京藝術大学大学院 建築専攻 修了 ／ 国際学生シェアハウスはとやまハウス一期生

花岡美優 （共同主催） 東京藝術大学大学院 絵画専攻 修士二年 ／ 日本画・現代アート

山川彩菜 東京大学 法学部 三年 ／ 比企地域でインターン(温泉道場)

・立ち上げた背景

鳩山ニュータウンの学生用シェアハウス「はとやまハウス」に去年入居し、郊外移住をしました。この一年の活動を通じ

て、鳩山ニュータウンは高齢化や空き家増加など課題が山積する一方で、中心の公共施設を軸に育てた野菜や手芸品の販

売、若い芸術家の活動など、住民活動が盛り上がりつつあることがわかりました。学生が終了し、ハウスの退去時期が近

づいてきたときに、その興味からこのまま鳩山ニュータウンに住んで活動できないかということを考え始めました。

昨年の11月に鳩山ニュータウン内の空き家等を巡る「空き家ツアー」に参加した時、長い間空き家だった今回の住宅を

購入されたある若いオーナーと出会い、シェアアトリエとして貸してもらえないかと相談しました。さらに、一人よりも

複数人で活動したほうが面白いと考え、同じ大学に通っていたアーティストの花岡さんを新たに呼び込み、共同で活動を

することを目的としたシェアアトリエとしてスタートしました。

・今後について

この場所を徐々に作っていく過程も一緒に住民の方々と共有できたらと思っています。私自身が今までに出会った住民の

方々のように、一人の住民として精力的に活動することで、それが住民の別の活動に繋がっていき、広がっていくことが、

さらに面白いまちになるきっかけではないかと考えています。

４月３日・４日には第一回オープンアトリエ「引っ越し挨拶」を開きました。生活空間を生活の余白に転換させるアク

ションとして、ご近所の方への引っ越し挨拶で使ったniuオリジナルの包装紙でリビング兼ギャラリーを包装しています。

他にも自己紹介を兼ねて住人のこれまでの作品が展示しました。今後もこういった活動を継続して行っていきます。

シェアアトリエniu
instagramアカウントです。
ぜひフォローしてください


