
2021年7月18日（日）10時～15時、第28回「本屋ときがわ町」を開催しました。
出店者紹介（１）移動絵本屋てくてく 小原さん／（２）雑本のFull本屋＆民俗学ノユーク＠坂戸市／（３）しるし士本ioffice店
イブキと水間さんが作ってくれたときがわ杉材（やまなおさん）の「移動式本棚」今日も大活躍です！
ときがわ材の製材をしているヤマナオさん、「ときがわの林業本ありますか？」と質問。「国レベルなら」と「白書」を買ってもらいました。
ときがわ町観光協会＠明覚駅で、本屋ときがわ町を紹介されたというMiさんご夫妻＠さいたま市にも来ていただきました。
今後に向けて
・告知ページに、場所へのアクセス（地図）を載せる。
（風間さん対応済み）
・新聞折込チラシは、結構見られているそう。
・今後は、町の広報への掲載依頼を検討。
・パラソルと椅子は良い。もう少し涼しさを演出したい。
次回は、8月15日（日）です。お楽しみに！

●ゼミの目的と進め方
2021年7月23日（金）18時～20時、比企起業大学21春「7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、7名の学部生全員が参加しました。
7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『独立を考えたら読む本』（竹田陽一）＋解説音声（stand.FM）
レクチャー動画（YouTube）「現金のこし」／ ワークシート 「ナンバーワン戦略」
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
・事業計画を作ってみた。どんなものをやりたいのか、どれくらいの売上があれば

生活していけるのか。(たけしさん)
・4か月の学びを、自分の血肉にできていたのか疑問に思い、朝活を実施。

早起きの人がいることも分かった。(リエさん)
・自分の世界観を広げることが、起業にも役立つのでは。絞ると言われるが、商品をどうするか。(ミツさん)
・アートプラネットの田中さん＠鳩山と２回打ち合せ。蛇腹のリーフレットを作る。小川町の和紙を使ったパッケージデザイン。(まゆみさん)
・動画サービス内容のつめ、研修や採用の業界を知る。林さんや関根さんの研修にも参加。(まーちゃん)
・古民家のお掃除、メンテを、一人でやらない。色々な人の協力を得ながら進めている。
・皆さん、意外と興味ある。レンタルスペースとして活用しているのかという問い合わせもあり。終日使いたいという声も。

手伝ってもらった方に使ってもらう。(ノリコさん)
できることのリスト化、やりたいことのリスト化、シェアアトリエ 7月17日から展示会を開いている。(コニー)
●クラス共有
関根さんから最重要は「顧客リスト」
林さんから比企起業大学は「越境学習の場」
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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 8回「本屋ときがわ町」を開催しました

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

遠山哲也さんの『哲学カフェ～アリストテレスの倫理学』

比企起業大学21春「7月ゼミ」を開講しました。

本屋ときがわ町を続ける理由

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

2021年7月18日（日）第28回本屋ときがわ町を開催中に、出店者のユカさんとの雑談で出た話です。
「私（ユカさん）も、鳩山マルシェで古本市を始めるようになって、関根さんが本屋ときがわ町を続けて
いるのって、すごいなあと。朝早くに来て、汗かきながら準備もされてて・・・」と言われました。

2018年12月に「ときがわ町に本屋を作ろう！」プロジェクトをスタートし、2019年4月から
「本屋ときがわ町」を、月1回ペースで開催してきました。

改めて、何で続けてこれたのかなとふり返ってみると・・・やっぱり良い出店者さんに恵まれたのが大きいかなと。
あと、何と言っても足を運んでくるお客様や、差し入れまでしてくれる仲間の存在があるからかなと。
また、本屋ときがわ町内でのワークショップやセミナー等が、ミニ起業に向けての最初の一歩の場になればと思っています。
元々、本屋が無い町、ときがわ町に「本を買う楽しさ、本を売る楽しさ、本を作る楽しさ」を味わってほしいという想いもありました。

2020年春には、ポスターを風間さん、Hさんの協力で作成し「毎月第三日曜日」開催と、覚悟を決めて、毎月の日程をおさえたのも、
継続できている理由かもしれません。もう逃げられないぞ！と。

私は「本からの学び」は大きいと、自分自身の経験から実感しています。学生時代よりも、社会に出て働くようになって、より本のあり
がたさを感じています。そんな影響力のある「本」と出会う機会を、なるべく多く作ってあげたい。それが、大人である自分の責務の一
つではないかと考えています。

「本屋も無いところで、子供は育てたくない」というお母さんの一言も、本屋を始めるきっかけになりました。始めたからには、責任を
もって、続けていきたいと思っています。
＝＝＝
改めて、多くの方々のお力添えがあるから、本屋を続けられているんだなと思いました。
皆さん、ありがとうございます！今後ともよろしくお願いします。

遠山哲也さんの『哲学カフェ ～アリストテレスの倫理学～「善いこと」とは何か、「善いこと」はなぜ
「善い」のか～』が、スタートしました！（参加者7名に、のちほど1名遅れて参加で、計8名）
＝＝
●哲学カフェの趣旨
・哲学普及会社 日本で２社目 哲学・・・国や時代を超えて変わらないもの
・哲学を学ぶことは重要。自然科学は、自分がどう生きるかには影響しないのではないか
●アリストテレス
・アリストテレスがやったことすべてが、後の人が各分野を学問に昇華していった
・哲学の語源「フィロソフィア」 「フィロ＝愛する」、「ソフィア＝知」
・哲学は名詞ではなく動詞。問いを立て続ける
●善とは何か
・『ニコマコス倫理学』 善・悪は、「その人」について以前に、その人のなす「行為」にある

「人格」は、己の判断した行為の積み重ねで決する、自らが選択し、行為した結果である。
・自分で考えて、判断することが今後ますます必要ではないか
・悪とは何か？→ 性質が極端な状態。マイナスの極端「不足、臆病」プラスの極端「過剰、無謀」

人間は社会的存在である。社会との関わりにとって自分が定義される
・人間が人間らしくあるには「理性をはたらかせること」
・すべて「私」が介在している―私から見た相互作用としての「世界」
・倫理学 行為が問題になる、抽象と行為が結びついている状態が理想

感想
・ときがわ町すばらしいところ
・なかなか触れない機会だったので大切な時間だった。また機会があれば
＝＝＝
遠山さん、ご参加された皆さん、ありがとうございました！



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4１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 9回「本屋ときがわ町」を開催します！
2021年8月15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）
・お盆なので、イベントは無し
・暑いので、無理せず、だらっとやってます。
・室内はクーラーをガンガンにきかせておくので、涼みに来て頂いてもOKです。
＝＝＝
●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）

企画展示「絵の置かれたリビング」を開催中です！
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、

シェアアトリエniuという場を運営しつつ活動しています。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。

005では7月17日から開催している企画展示「絵の置かれたリビング」 について紹介します！

niu.
005

instagram
シェアアトリエniu

「木のお酒」をつくる！プロジェクトの鹿山さんとお会いしました。
2021年7月4日（日）12時～13時、「木のお酒」をつくる！ Wood Spirits プロジェクトの

鹿山博康さんとお会いしました。鹿山さんは、ときがわ町生まれ育ち、鳩山高校 野球部出身の
方（37歳）です。新宿で、Bar Ben Fiddich (バー ベンフィディック）のオーナーバーテンダーを
されています。（世界最高のバー５０に選出されたそうです。凄いですね！）

国立森林総合研究所＠茨城県つくば市が開発した、世界初、人類初の技術で、
木からお酒が造れるそうです。お酒を造る木として、ときがわ材（杉、檜）の活用を考えて下さっ
ていて、「ときがわ材」と言えば！のヤマナオさん（比企起業塾3期生：写真右）とは、既にお会い
しているそうです。ヤマナオさん曰く「話聞きながら、感動して、指が震えてます～」
ほんと、ときがわ材から、お酒が造れるなんて、夢みたいです！

端材→チップ化（ここまでを、ときがわ町で）→蒸留所＠千葉市にチップを運搬→ナノレベル
で分解・蒸留（2週間程）→木のお酒 みたいな流れで、22年スタート予定で、杉材で「木のお
酒」造りを始めるそうです。

鹿山さんがおっしゃるには、「杉でつくったお酒は、”杉”って感じです。」
「ミズナラからつくったお酒は、ウィスキーぽいです。これは、僕たちバーテンダーには衝撃で、
木の樽に詰められていたからこそ出る味わいが、透明なお酒から味わえるのは、凄いことで
す。」とのこと。杉のお酒も楽しみですが、ミズナラのお酒も凄そうです！（ミズナラは、標高の高
い場所に点在しているそうです。今度、私も山歩きしながら、探してみます。）

鹿山さんと初めてお会いする大事な場でしたので、今回は、地域商社である（一社）ときがわ
社中の栗原さん、風間さんにも同席してもらいました。
彼らからは、
・木を植えて、いつかお酒になる。待つことの価値。
・ふるさと納税とも上手くからめながら。
・ときがわ町から、世界への発信 （エシカルスピリッツさん、未来酒店さんと協力しながら）
といった言葉をもらいました。

鹿山さんからは「なぜ、ときがわ町の木を使うのか？ そのストーリーは、今後必要になる」と
いう宿題を頂きました。ヤマナオさん、ときがわ社中さん、鹿山さん達プロジェクトチームの皆さん
と、一緒に考えていきたい問いですね。
＝＝＝
鹿山さん、どうもありがとうございました！ときがわ町の木から出来る「木のお酒」、
まじで楽しみです！

● 「絵の置かれたリビング」

鳩山ニュータウンの一戸建てを用いた展示を行います。鳩山ニュータウンは

庭と住宅という形式が特徴的です。そんな住宅を使って、今回は家へ入る動

線を組み換えて、居住やそこに置かれる絵画について考察しています。居住

空間、日本絵画に残された痕跡のようなものを手かがりとして読み取り、実

体がなく変動し続ける「かたちの輪郭」に触れることを試みた実践です。リ

ビング、ひいては分譲住宅という私的な領域の読み替えから小さな公共空間

を考える試みです。ご興味のある方はぜひお越しください。

お問い合わせ：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 秋学期を予定しています。
21年春コースでは、やりたいことことも年齢層もそれぞれの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。
10月から、皆様と学びあえる事を楽しみにしています！
秋：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秋コースの学生を募集しています！


