
2021年8月15日（日）10時～15時、第29回「本屋ときがわ町」を開催しました。
あいにくの雨でしたが、雨だからこその時間と空間に！
出店者紹介（１）移動絵本屋てくてくの小原さん。
「夏休みの自由研究の参考になりそうな絵本と、今日は終戦記念日なので
『命』を考えるような、あなた自身を大切に」というテーマの絵本を出店くださいました。
出店者紹介（２）雑本のFull本屋×民俗学ノユークさん。
今日は、本を入れ替えて新しい本も。鳩山NTのコニーによるZINEと、
著者の風間さんによる「地域でしごと」も販売していました。
出店者紹介（３）しるし士本 ioffice店。
地域でのミニ起業に役立つ「一人社長本」や「地域活動本」を販売していました。
イブキ＠元鳩山が設計し、ヤマナオさんのときがわ材を使って、
家具職人 水間さん＠ときがわ町工場が、作ってくれた「移動式本棚」。
「よくできてますね～」と、興味をもって見てくれているMさん。
雨の中、渡辺町長が顔を出してくださいました。次男（小１）が「あ！」と喜んで、
手を振ってました。いつも通学路で会っていたそうです。
町長からは「本を買った後の時間の過ごし方」「空きスペースの有効活用」等のご助言を頂きました。
5月の晴耕雨読さんの古本市以降、毎月顔を出して下さっているMさん。
「このくらいの規模の本屋がちょうどいい。普通の本屋では見ない本と出会える。関根さんが書き込みをしていて面白い。
これは売り主の顔が見えるからこそで、普通の古本屋ではありえない」と嬉しい言葉を頂きました。
Mさん＠坂戸の家にも、たくさん本があるそうです。「お～。だったら、出店してくださいよ」ということで、次回（9月19日）出店して
下さることになりました！午前中のみの出店となります。どんな本と屋号で出店されるか、楽しみです！
「しあわせになあれ」を、読み聞かせしている小原さん。耳を傾けていた女性が、目を潤ませていたのが印象的でした。
5月の晴耕雨読さんの古本市で知り合った詩人のTaさん＠鶴ヶ島。
本好きな方で、9月19日（日）の本屋ときがわ町に出店して下さることになりました。
サブカル本（1970年代の竹宮恵子さん等）を持って来て下さる予定。
屋号は「名前は未だ内てい」楽しみです！
皆さん、ありがとうございました！
＝＝＝
今後に向けて：
・本を買った後、過ごしてもらう時間や場所の確保（他の場所の紹介含む）
・毎回のイベントは検討
＝＝＝

次回、第30回は、9月19日（日）10時～15時です。
・新しい出店者さん ２店

１）Muさん＠坂戸市
２）Taさん＠鶴ヶ島市

・13時～14時30分 Zoomセミナー「集客のためのWEB活用術」
お楽しみに！

●ゼミの目的と進め方
2021年8月27日（金）18時～20時、比企起業大学21春「8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。
8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『地域でしごと まちづくり試論』（風間崇志、関根雅泰）＋解説音声（stand.FM）
レクチャー動画（YouTube）「地域性」／ ワークシート 「 「地域性」
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
・デザインという切り口で入っていって、本業は動画ということで、広げていく。(まーちゃん)
・プラマイゼロだけど、成果は出るような状態を地域に根ざしたやり方で作る。(コニー)
・朝活／比企起業大学で学んできたことが統合されてきた。顧客リストを作り、挨拶する。
４月に学んだ「つきあいたい客・つきあいたくない客」が、頭に浮かぶ。(リエさん)
・古民家のレンタルスペースの話を進める。コロナで、一つキャンセル。ただ、そこに向けて準備を進められた。(ノリコさん)
・うどんを作る、そのための修行。8月にやり場所が２つ見つかった。循環経済的に回していく。・外部から人が入ることも必要。(たけしさん)
・場づくりから「場所」づくりへ。人と人をつなぐ、人の支援をするのが、自分の強みと気づかせてもらった。(みつさん)
・焼菓子作家の山本蓮理さんとセミナーを開催することになった。蛇腹のマカロンのパンフレットを作っている。(まゆみさん)
●学生間での実践：朝活として、学生間で学びを共有するサブゼミが開催されている。(素晴らしいですね！)
●クラス共有
・バタ貧にならないために、「顧客を絞る」「単価を上げる」 (・バタ貧、今心配しなくて大丈夫！)
・年代に応じて、仕事を変える。
・地域が変化していく。
●一言感想・全体振り返って
たけしさん
・刺激を頂き、頭の半分がサラリーマン脳だったのが、リセットされた。これからもお付き合い頂けたら。
みつさん
・これで終わりという感じがしてないですが。同期の仲間とはつながっていけたら。
・ランチェスターの考え方は、自分のパラダイムシフトに。皆さんが先に起業すると思うが、それを支援したい。
まーちゃん
・退職した後に比企起業大学に入って、色々な本を読んで、そういうことなのかと思って。色々な人と話をして、勉強できた。
ノリコさん
・始める前と後では全然違う。凄い勢いで駆け抜けた。(え、ちょっと待って、まだまだ待ってください。これで終わるなんて！笑)。
・まだまだ関係が続いていく。
コニー
・自分がやっていることを説明するのが難しい。
・他の人がやっていることが違うので、自分事にしてコメントしようと、トレーニングになった。
・やらないことを決める、一点突破、心に響いた学び。
リエさん
・無事、全員と話ができ、良い仲間ができたことが嬉しい。相談できる仲間ができた。
・風間さんのファシリテーションから学んだ。
まゆみさん
・最初の頃、ワークシートをするのも「ん～」という感じだった。
・シンプルな質問で、自分のやっていることを深く考えるようになった。
・サブゼミをやって、みつさんから、企画を進めていくやり方を教えてもらった。そのお陰で、何とか進めることができた。
＝＝＝
皆さん、ありがとうございました。21春ゼミは、終了しますが、これからも共に進んでいきましょう！
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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

比企起業大学21春「8月ゼミ(最終)」を開講しました！

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



●質疑応答
林さん：政治に気を使ってしまっているのは世間（ネットの世界?）
では気づいてしまっていると思いますが、その上で新聞の売り上
げ回復はあると思いますか。

鮫島さん：新聞の売り上げ回復は無い。
・新聞は日々のニュース。紙には合わない。
・本を始めとする紙は残るが、新聞は難しい。
・ジャーナリズムは残る。

Okさん：鮫島さんは、比較的若く、フリーのジャーナリストになった。
記者という職業の今後は？

鮫島さん：朝日新聞の早期退職制度。申し込みが殆ど無い。
・ジャーナリズムという仕事と、会社員という仕事は、本質的に相
容れないのでは。記者は、嫌われる才能が必要。
＝＝＝
後半は総選挙に向けて議論が交わされました。詳しくお読みにな
りたいかたは、「ときがわカンパニー」のHPよりご覧ください。

ご参加くださった皆さん、神山さん、新島さん、そして、鮫島さん、
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42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30回「本屋ときがわ町」を開催します！
2021年9月19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）
午後13時～14時30分：小泉さんによる「集客のためのWEB活用術」セミナー（オンライン）

参加費：一般2,000円 比企起業大学関係者1,000円（お申込みは、Peatixから）
＝＝＝
●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」を開催をしました。
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、

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。

006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」が８月末で終了したのでそのレポートです。

niu.
006

instagram
シェアアトリエniu

第６回ときがわ自然塾「政治記者鮫島浩さんの講演会」を開催しました。

2021年8月7日（土）16時～18時、第6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、元朝日新聞 政治記者の鮫島浩さんの講演会です。
こちらの内容を一部抜粋して掲載いたします。
テーマは、「政治報道とは何をやっているのか？」です。
＝＝＝
・政治不信の大半は、政治報道不信。
・政治報道が機能していないから、政治腐敗しているのでは。
・重要なポジションの政治家には、一人、番記者がつく。
・番記者が記事を書くわけではない。
・新聞社、TV、時事等、15人ぐらいが、一人の政治家について
回る

・1対一で、サシで、取材ができると強い。そうなるためには、15
人中1位にならないと。
・一蓮托生の関係、番記者はその政治家を批判できるのか。
・現場の記者は、ひたすらデータを上げる。
・一人では書けないので、チーム取材になる。

・番記者制度が、今の政治報道を支えている。
・この制度がある限り、批判的報道は難しい。
・番記者制度が、政治報道をゆがめている。
・政治家に出世してほしいから、番記者は悪口が言えない。
・フリーになると、気兼ねせず、悪口を言える。

・政権が長期化すると、官邸の力が強くなり、バランスが崩れる。
・長期政権のこわさ。政権交代があれば、健全になる。
・報道の自由度が下がっていった。批判が出来ない社会。
・新聞しかない時代は、中立、客観が求められる。

→番記者制度ができた。

・「落としちゃいけない」という減点主義。
・デジタル時代、ネットで、多くの情報が発信されている。
・新聞も「全部、載せなくてよい」と開き直ればよい。

● 「絵の置かれたリビング」について

鳩山ニュータウンの一戸建てを用いたアートプロジェクトとその企画展示。

家へと入る動線を組み換えて、表側と裏側、外側と内側など相対する状況を行き来

しながら、作品を鑑賞し、日本絵画や居住空間に残った痕跡などを手かがりに、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。

● 展示でいただいたコメント

Fさん「絵画の保存修復という技術と建築の増改築という形式を重ねて展示や計画住

宅地の近代性を批判するというアクションがニュータウンの戸建て住宅の生活の場

で行われているのが興味深い。」

Tさん「ニュータウンの一軒家に手を加えて作られた作品。増築の際に生まれた箱庭

と外観に面する庭を繋ぐ橋に、私と公につながる境目を見た気がした。」

Mさん「室内をくぐる中で過去から現在まで、時間の層がきめ細やかに折り重なって

いる事が瑞々しく感じられて、鑑賞者自身も想像力を以って作品と向き合う必要が

あるとても感慨深い展示でした。」

などなどたくさんコメントを頂くことができました。お越しいただいた皆さん、あ

りがとうございました！こちらの内容は発刊予定のZINE『.plan』vol.03にてアーカ

イブ予定です。お楽しみに！

2021年10月から、比企起業大学 秋学期をスタートします！
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びました。
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。

２１年 秋コースの学生を募集しています！


