
●ゼミの目的と進め方
2021年5月28日（金）18時～20時、比企起業大学21春「5月ゼミ」を開講しました。
1か月間学んだ内容と実践活動のふり返りや不安点の解消や他メンバーの進捗状況として、
講師陣、学部生との意見交換です。今回は、5名の学部生全員が参加しました。
６月分の教材として、学部生は、下記内容等を、事前学習してくれています。
課題本『あなたの会社が90日で儲かる！』（神田昌典）＋解説音声（stand.FM）
レクチャー動画（YouTube）商品づくり（2） ／ ワークシート 「商品づくり② 」
1か月間、教材を基に学習し、自分で実践してみてのふり返りをしてもらいました。
＝＝＝
●学生が気づいたこと・学んだこと
・自分がやりたいこと、お客さんが欲しいことがずれている。それが学び。
提供できる価値が何かを考えないといけない。(コニー)
・6月1日に、古民家＠ときがわ町椚平が始まった。ご近所の方に挨拶して、掃除している。
・キャンプのインストラクターをとった。オートキャンプ協会のインストラクターもとった。
・講習会で教えるというより、キャンパーさんに寄り添うようになりたい。(ノリコさん)
・梅の販売を実践してみる。色々な人から問い合わせ。・自分が窓口になって物を売る経験をして学びになった。
・お客様に「どうしてこれを選んだんですか？」と訊くことで勉強になった。
・個人向け 2000円の体験会を実施した、でも本当にやりたいのは、企業向け。(リエさん)
・友達と映像制作で起業、大手さんの企業研修動画が良いのでは。
・読んだ本を、図解する。『あなたの会社が90日で儲かる』 (まーちゃん)
・どのくらい稼ぐことが必要なのかを考える／（例）月２０万円の稼ぎを作るために、どのくらいの単価をどのくらい売る必要があるのか
・商品を納品したら、SNSにあげる ⇒達成(真弓さん)
●クラス共有
・身近な人が大事。「近き者よろこべば、遠き者きたらん」
・バタ貧にならない→ある程度、仕方ないが、それでも付き合っていきたいと考えられるか
・お客さん像がはっきりすると、商品や売り方などが考えやすい
・いろんなことをしてしまうと器用貧乏になるおそれ ⇒「この人は何が得意なのかな？」
・起業大学の考え方は「絞る」！
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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 7回「本屋ときがわ町」を開催しました

2021年6月20日（日）10時～15時、第27回「本屋ときがわ町」を開催しました！
ときがわ材で作った「移動本棚」遂にお披露目！設計者のイブキも来てくれてました！

比企起業大学大学院（前比企起業塾）１期生の尾上さん、4期生のKazuma さん、 2期生の野
あそび夫婦のエリーさん、2期生菅沼さん・3期生トヨ元家さん、現比企起業大学のNorikoさん、
そして地域の方々など、ときがわ町とこの場所につながった方々が多数来てくれました。
「毎回たくさんの出会いと気付きがある #本屋ときがわ 今や欠かせない場！ 」
エリーさん、泣けるコメントありがとうございます！
＝＝＝
●今回のセッション
10時～「月刊お金のはなし×本屋ときがわ町」まちとの関わりかた・ひととの関わりかた
14時～、本屋ときがわ町 同時イベント
チーム企 栗原さん、小林さん、なっちゃん主催の「モーショングラフィックス講座」
●出店者さん
【初出店！】出店者紹介（１）３８度Ｃカフェの吉田さん＠川越市。
出店者紹介（２）移動絵本屋てくてくの小原さん＠ときがわ町。
出店者紹介（３）雑本のFull本屋＆民俗学ノユーク＠坂戸市。
出店者紹介（４）「しるし士本」ioffice店。
●今後に向けて （38℃カフェ 吉田さんからのアドバイスを受けて）
・「本屋ときがわ町」をどこでやっているのか、アクセス表示を分かりやすく。
・来て下さった方に「どう過ごしてもらうか」を考える。外で座る椅子を置き、日陰を作る。

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

月刊「お金のはなし」×BOOK TOWN TOKIGAWA

午前中のセッションでは、鈴木さん＠さいたま市による、セッション「月刊「お金のはなし」×BOOK TOWN TOKIGAWA」を行いました。
オンライン・オフラインのハイブリッドで、あなたとときがわ町の関わりという自己紹介から計７名参加いただけました。
●プレゼンター・生命保険会社勤務、個人投資家、月刊『お金のはなし』主宰（2021年1月～）
●なぜこのテーマなのか？
・私（鈴木）も(ときがわ町の)関係人口なのか？という疑問から
・「現状の地域との関わり」「地域との関わりへの想い」という２軸
・大阪にいた２年間「nyi-ma（ニマ）」というお店に関わった。
・何をやっているかよくわからないが、何をやっても許される場所の感覚
●ときがわ町・本屋ときがわ町ってどんな場所？
・何をやっても受け入れてくれるだろうなという安心感が大きい場所
・「普通」じゃない人がたくさん集まる＝おもしろい
●まとめ
・どんな「まち」「ひと」と関わっているか
を皆さんに話してもらいながら・あなたにとっての「ニマ」を考えました。
・どれが正解ではなく、それぞれの考え
・まちとの距離がバラバラなひとたちでも居心地がいい場は大事
鈴木さん、皆さん、ありがとうございました！

比企起業大学21春「6月ゼミ」を開講しました。

ときがわ杉の移動式本棚

2021年6月11日、建築家を目指すナガタイブキさんに依頼していた本棚が納品されました！
設計デザインはイブキ、家具職人の水間さんの手によってできた本棚です。
イブキとは、彼が、学生シェアハウス鳩山に住んでいた時に知り合いました。その後、本屋
ときがわ町に来た時に、私の困りごとを話し、本棚の設計・制作を依頼しました。
作って下さった家具職人の水間さん（gracious nature co.,Ltd）。
工房は、里山グリルさん＠本郷の隣だそうです。
木材は、ときがわの杉で、比企起業塾3期生のヤマナオさんが、製材してくれました。
一般的に家具で使われることの多い広葉樹と比べ、杉材は軽いので、今回の移動式本棚には合って
いるそうです。
ときがわ杉材を製材してくれたヤマナオさん、イブキに助言下さった建築士の高橋さん、素敵な家
具に仕上げて下さった水間さんを始めとする皆さん、どうもありがとうございました！
＝＝＝
収納と展開の両機能を持った本棚です。
設計では積層することができる単一の箱を展開時に立体的に展開できるように工夫し、
材料は無垢材ということもあり、木材の経年変化なども考慮した作りにしました。

イブキのツイッターより：＠ngtaaaibki

比企起業大学 コラボラティブ（協働）施設

鳩山コミュニティ・マルシェ
「マルシェに出店して下さっている方々が“起業について深く学びたい！”とい
う時にお薦めしているのが、比企起業大学です。私たちや出店者さんをはじ
め、比企起業大学(大学院)に入学し、更に活躍の幅を広げています。”比企
起業大学の予備校” のようにコラボしています。お互い協力しあいながら、比
企地域に、ミニ起業家を増やしていけたらと思っています。」
鳩山町コミュニティ・マルシェ コミュニティ・ディレクター 本家豊大さん

鳩山町コミュニティ・マルシェ
埼玉県比企郡鳩山町の移住推進と起業支援を目的とした公共施設。2017年鳩山ニュータウンに
OPEN。指定管理者RFA (2020年度地域再生大賞優秀賞受賞) 1DAYシェフ／シェアキッチン／委託
販売／シェアオフィス／会議室／空き家バンク／ふくしプラザ／
埼玉県比企郡鳩山町松ヶ丘1-2-4 TEL 049-272-7528



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40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 8回「本屋ときがわ町」を開催します！

2021年7月18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！
午後のイベント

遠山さん＠トカイナカハウスによる「哲学カフェ」（リアル）
＝＝＝
●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。

◎地元木材・ときがわ材の消毒スタンド
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）

お問い合わせは、関根まで（info@learn-well.com）

活動の記録冊子 ZINE 「.plan」 Vol.2を発行しました！
こんにちは！比企起業大学21春コースのコニー(小西 隆仁)です。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。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。

004では6月に発効した活動の記録冊子 ZINE .planVol.2と「展示」 について紹介します！

niu.
004

instagram
シェアアトリエniu

第5回ときがわ自然塾「温泉道場さんの視察と山崎社長の講演会」を
開催しました。

2021年6月12日（土）第5回「ときがわ自然塾」をトカイナカハウス神山さんとの共催で開催しました。
今回は、温泉道場さんにご協力頂き、施設見学と山崎社長の講演、そして、コモリバでのBBQと
いう豪華な流れとなりました。
＝＝＝
21年4月入社の新卒社員 貝原さんと、役員の斉藤さんが、ご案内をして下さいます。
お忙しい中お時間を取って下さり、ありがとうございます！
豪華なサウナスイートキャビンも拝見させて頂きました。ここに泊まったら極楽気分になりますね。
支配人の新井さんと、21年新卒社員の三原さん。玉川温泉に勤めるようになってから、昭和レトロ
が好きになったそうです。
16時、温泉道場 山崎社長の講演。「温泉道場による地域資源の再生と活用」
17時、外で懇親会、コモリバ特製BBQを美味しく頂きます。
19時、終了
＝＝＝
「温泉道場による地域資源の再生と活用」 (関根による簡単なまとめ)
・山崎さんは、埼玉県幸手市生まれ、ときがわ町に引っ越し ・今、38歳
・事業を沢山作って、人を雇用して、税金を払う。自分たちで稼いで、リーダーを作っていく。
・お風呂をコミュニケーションの核として、地域が持続可能な状態を作っていく。
・事業所があるエリアで、きちんとビジネスをやっていく。
・ときがわの間伐材が社会課題。地産地消。
・町歩きから始める。そこから店舗開発。・コンテンツ開発をしていかないと。
・ミニ起業家、個人事業主を束ねている関根さんがいるので、自分たちはやらなくてもいいかなと。
・テーマを与えると、店は強くなる。
・ローカルスポーツがもっと発展していくと面白い。・お風呂、食、教育と連携させていく。
・新卒として、田舎にわざわざ来る人は、かなり覚悟を決めて来てくれる。
・魅力を発信すれば来てくれる。
・取材、PRは大事。・取材への協力体制も社内でしっかりできている。慣れているので、

使いやすいはず。
・面白いと思ってもらえるコンテンツ。
＝＝＝
トカイナカハウスの神山さん、参加者の皆さん、そして、ウェルカムな雰囲気で迎えて下さった
温泉道場の皆さん、ありがとうございました！
次回、第6回ときがわ自然塾は、朝日新聞政治記者 鮫島浩氏による講演会です。お楽しみに！

● ZINE 「.plan」

比企群鳩山町鳩山ニュータウンにあるシェアアトリエniuを中心とする記録媒体です。

シェアアトリエniuの活動アーカイブやそのまわりで起こる出来事を、地域で活動する

個人の作品や文章などを編纂し、ファイリング（記録）しています。vol.02は「風

土」をテーマに、比企企業塾２期生のときがわ・鳩山で活動する風間ユカさんによる

「ニュータウンと民俗学」、温泉道場でインターンをしていた山川綾菜さんによる鳩

山と東京の移住記を寄稿いただきました。ぜひ手に取ってみてください！

※ZINEは手売りにてイベント等で販売します。お問い合わせは下記まで

E-mail:shareatelier.niu@gmail.com

● オープンアトリエ／展示のご案内

① 展示企画(オープンアトリエ) 「絵の置かれたリビング」

場所：シェアアトリエniu (埼玉県比企郡鳩山町楓ケ丘4-8-6)

日時：7/18-19 (土・日)より７月～８月の【土・日】

② SDGs×ARTs展 プロジェクト展示「絵の置かれたリビング」

場所：東京藝術大学美術館 ３F (東京都台東区上野公園12-8)

東京藝大「I LOVE YOU」プロジェクト2021 「SDGs×ARTs」展

日時：7/22(木・祝)-8/31(土) ※月曜休館

2021年10月から、比企起業大学 秋学期がスタートします。
21年春コースでは、やりたいことも年齢も様々な７人の熱意ある学生が、地域での起業について学んでいます。
21年秋コースには、どんな方々が集まるのか、今から楽しみです！ ご興味ある方は、
「比企起業大学」で検索を。 秋コース：10月～2月 定員 12名
＝＝＝
☆ 大学の理念 私たちには、３つの理念があります。
■小さく始めて、大きくせずに、長く続ける
■長く続けるために、「自分の健康」「家族との時間」「仲間との協働」を重視
■従業員は雇わず、自分の力と仲間との協働で仕事を遂行
学生の皆さまに守って頂きたい約束は以下の３つです。
■約束を守る（言ったことはやる）
■周囲に迷惑はかけない（面倒はかける）
■他者も応援する（まず自分を励ます）
これらの理念に共感し、３つの約束を守って頂ける方を私たちは「仲間」として歓迎します。

☆ 届けたい人
✔起業に興味があるが、やりたいことが決まっていない人
✔育児と仕事のバランスに悩んでいる人
✔独立を考えているが、行動に移せていない人
比企起業大学は、起業をゴールとするものではありません。まず、起業には、向き・不向きがあり、向かない人は起業すべきではないから
です。さらに、起業することよりも、起業した後、潰れずに、長く事業を続けることの方が重要だからです。そのためにも、比企起業大学が
目指すゴールは、起業家マインドを得ることです。起業家と従業員では、そもそもマインド・考え方が違います。起業家マインドを得ること
で、次のステップとして、実際の起業およびその後の継続の可能性が高まるのです。起業家マインドとは、起業家の視点や考えを身に
つけ、自分で考え決断することを習慣化することです。

◎比企起業大学２１秋コースを開講します！


