
2021年9月19日（日）10時～15時、第30回「本屋ときがわ町」。
当日はいい天気だったため、外にキャンプテントも出しました。
●出店者紹介
（１）「Cheeseの本箱」村田さん＠坂戸市。初出店！
「今回出店するにあたって改めて私の持っている本って偏ってい
ると思いました」とのことで、テーマは「偏った本」。
（２）「名前は未だ内亭」の田中さん＠鶴ヶ島市。初出店！
「サブカル本を持ってきました。竹宮恵子さんの本売りたくないほ
どお気に入りです」とのこと！
（３）「移動絵本屋てくてく」の小原さん＠ときがわ町。
なんと、お孫さんが生まれたそうです！お祝いもかねて、
「今日の絵本はお誕生日本とリズミカルな感じ」だそうです。
（４）（５）雑本のFull本屋 風間さん＆
民俗学ノユーク カゼユカさん＠坂戸市
「商品入れ替えの為、更に雑多な感じになってます」とのこと。
●「本屋ときがわ町」の風景
林業関連のお仕事をされている林さんが家具職人水間さん＠
ときがわ町工場＆イブキが作ってくれた「移動式本棚」を、埼玉
新聞（三ツ石さんの記事）で見て、今日来て下さったそうです。
iofficeで使っている「ときがわ材の消毒スタンド（荒井謙さん作）」
や「木のおもちゃ」についても紹介しました。
12時～12時30分
アメリカ在住 R.晴海さんによる特別ランチセッション
「コロナと生きる アメリカ一般家庭の現状（カリフォルニア）」
アメリカでのWithコロナの状況を写真と共に紹介してくれました！
13時～14時30分
特別講座「集客のためのWeb活用術」Zoomセミナー
講師はWebデザイナーの小泉誠さんです。
「比企起業大学」のウェブサイトを題材に数字につながる、
ウェブサイト作りについてお話して下さいました！
15時過ぎ
出店者さん達やお客さん（岡野さん＠7－11）にもお手伝い頂き、
本屋の片付けをして終了！テントが好評でした！
＝＝＝
●次回に向けて
・テントは、出店者さん、お客さんに好評なので、来月も張る
・椅子4脚＋日傘もGood、机を出すとハーブディーを置きやすい。
・9月は、蚊取り線香が必要。蚊と蠅が多かった。
・下の黒ひもは外しておく。引っかかりやすい為。
次回は、10月17日（日）です！お楽しみに！
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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３０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 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

・暮らしていて「幸せだ」と感じるのは、例えば夕日が美しいこと、
その日取った魚が食べれること、野菜を作った人の顔が見えるこ
となど。しかしそれらは統計データに一切出てこない。
・車選びに置き換えたら、ランキングをつけることの無意味さも分
かるのでは。ライフスタイルに合わせて好きな車をそれぞれに買う。
ある人はスポーツカー、ある人は軽トラ。それらをどっちが良いか
と比較するのはナンセンス。
・都会の目線で、地方を評価するのではなく、地方の目線で、都
会を評価すると多くの問題点が見えてくる。しかしそんな都会に
とって都合の悪い話は都会からは生まれない。
・関係性の指標化：「知り合い人口」＝ちょっと困っているから助け
て、と言える人の数。人口が減っても知り合い人口が増えれば自
分の身の回りの人口が増えている感覚。
・津屋崎では、とにかく集まって話をする場を作っている。 ・知り
合い人口は、都会のほうが少ないのでは。
●参加者からの感想
・年を取ると暇になるのが最大の苦痛。 地方のほうが役割がある。
・都会だと「面白い」というのは与えられたサービスを、
ジャッジメントしている。消費者マインド。
・田舎だと、サービスが降って来ない。
どうやって「面白がるか」のセンスがつく。創造的マインド。
・地方には排他性があるのでは？
ジャッジメントする態度で行くと嫌われる。面白がるセンスが大事。
・都会では「危ない」のがデフォルトになっている。
・「脱洗脳」が必要では。「知らない人に、声をかけたられたら、
警戒する」 ハリネズミのジレンマ状態。
そのマインドのまま、地方に行っても難しい。 相手からみると、
「なんかすごい構えている人」となって、打ち解けられない。
・相続の問題がある。田舎の土地やしがらみを引き受ける。
入れ替わってもいいが、どこに価値を見出すか。
都内は給料が高いが、家賃が高いから、可処分所得が少ない。
・都心の利便性だけを考える価値観から変わる必要がある。
自分で選んでいるつもりでも他者評価に踊らされていることがある。
＝＝＝
ご参加くださった皆さん、山口さん、ありがとうございました！

第７回ときがわ自然塾「津屋崎ブランチ山口覚さんの講演会」を開催しました。

ときがわカンパニー代表の関根です。 2021年9月18日（土）
16時～19時、第7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。
＝＝＝
●セッション 「都市創生～地域を豊かにする評価・指標の探求」
●プロフィール：山口覚さん
1993年 鹿島建設 2009年 津屋崎ブランチ開設 2011年
LOCAL&DESIGN（株）設立 2019年 一社まち家族 設立
●鹿島時代の仕事から
・大規模イベント（例：オリンピック）が終わった後のことに、疑問
に感じていた。 ・誘致した自治体が借金を背負う。 ・小さくても
良いものを、大きくする。あえて建て替えさせる。
・「地方に帰りたい。でも、仕事が無い。」という言葉が出てくる。
頭の中にある価値観を変えないと、地方で楽しくやるのは難し
いのでは。
・美しい南の島のような楽園でも「廃村になる可能性がある」とい
うのはどういうことか。多くの人がそういう場所に住みたいと思っ
ているはずなのに。
●都会で暮らしていて感じた課題
・競争、所有、便利（依存） 、都会には無くて、地方にあるものに
価値がある。都会では出来ないけど、地方では出来ることもある。
●地方創生の立脚点
・競争、所有、依存から、協力、共有、自立の時代へ。
・各々が「こうであればよいな」と個人的に思うことを、素直に町
の中でやっている環境をつくると皆が自己実現できてまちが豊
かになる。
・取り組みの指標： １）100年前 ２）100年後 ３）他所の国の
人 に「こういうことをやろうと思っている」と伝えて、「いいね！」と
言われそうなら、やる。つまり平凡なことをやる。よく言えば普遍
的なこと。
・田舎では、協力し合いながら、足りない分を補う。だから競争よ
り協力する力が重要。
●便利になるって、どういうこと？
・「ジューサー」で手に入れたもの、早い、簡単、便利。
・「手絞り機」は、遅い、面倒、不便、疑問、会話、創意工夫、ワク
ワク、笑顔、充実感、感動、美味しい という感覚があった。
・便利になるとそれらが失われる。 生きる意味が不便さの中に。

●指標
・地方創生においては、都会とは違う評価軸が必要。
・競争、所有、依存に価値を置く→量、ランキング
・協力、共有、自立に価値を置く→質、関係性
・「住みよさランキング」を、行政は気にする。 ・他者評価に踊ら
されている。 1700の自治体すべてが持っている統計データで
しか評価ができない。

特別講座「集客のためのWeb活用術」（内容の一部抜粋)
〇ホームページ
集客の中心となるプラットフォーム ・成果を出すには手間暇が
かかる ・効果は長く持続する ・ブランディングには欠かせない
〇ホームページでやることは２つ
・HPで好きになってもらう ／HPに多くの人を集める
〇ホームページのデザインが大事

①意匠としてのデザイン（見た目のかっこよさ）
②設計としてのデザイン → ②が重要

〇デザインを考える
・伝わる、使いやすい → 好かれる、選ばれる
〇なぜ改善できたのか？
・大事なことは相手の立場になって考える
〇インフォグラフィック
・見やすく、分かりやすく情報をまとめた資料
〇見直しのポイント
・誰のために ・何に困っているか ・何をしてあげられるか
・どうやって伝えるか ・自分が中心になっていないか
〇まとめとお願い
・ときがわ町や比企郡の人と仕事がしたい ・事例にしてもい
いよと言う方がいれば ・来年に、Webデザインスクール＠八
王子を開講 ・スクールの生徒さんに仕事をさせてあげたい！



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43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３１回「本屋ときがわ町」を開催します！

2021年１０月1７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。
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）
＝＝＝
●参加方法
・気軽に、本屋のみ見に来て下さることも可能です。
・イベント参加の場合は、別途、参加費が必要になります。
＝＝＝

◎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 11,000円（税込み） 大人・子供用ダブル 22,000円（税込み）

お問い合わせは、関根まで（info@learn-well.com）

鳩山ニュータウンにあるシェアアトリエについて
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。

niu.
007

instagram
シェアアトリエniu

比企起業大学21春メンバーの「卒業レポート」を紹介します！
小西隆仁さん＠埼玉県鳩山町
① 一番学びになったこと
やりたいことが多い自分にとって、その余裕を生み出すために
は、やりたいことを一つに絞ることが重要だとわかってきました。
他の学生や講師の皆さんと整理することで前進し、本当にやり
たいことを見つめる。自分事だらけだった視座に、今までにない
視点を加えるとても良い機会になりました。
② 比企起業大学を検討している人へのメッセージ
今すぐに起業してやりたいことがある、というわけではない人に
こそ受講をお勧めします。自分の今の興味がどのように仕事に
なったり、面白いことに繋がるかを、小さい部分から他の意欲
ある学生と考えていける学びの場でした！

● 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、建築やアートなど、多様な表現活動に携わる若い人たちが滞在・生活をしつ

つ、展覧会やワークショップ等を不定期で企画・開催しています。

● 近況

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。この夏は、現代美術の

アーティスト(花岡)と建築を専攻する小西とで分譲住宅全体を用いた企画展示を行

いました。その後花岡さんは一旦退去し、現状は地域活動を行う東京大学の山川さ

んと一緒に二人暮らしです。広いリビングの場所貸し等や短期滞在のプログラムも

検討し始めました。活動拠点を探している方、活動に興味のある方、niuに滞在して

一緒にプロジェクトをやってくれる方募集しています！

●お問い合わせ(担当：小西)

TEL：090-1449-2933

E-mail:shareatelier.niu@gmail.com

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 （現時点で、4名の方が入学予定です）
＝＝＝
☆ 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9月11日、25日に、比企起業大学「21秋プレセミナー」を開講しました。いただいた感想を少し抜粋して記載します。
・サービスの基本は、人だと考えている。比企起業大学の講師陣は、魅力的な人たちで、興味が出てきた。
・起業自体の敷居が下がった。起業家は、ゴールに向けて一直線に進んでいる感じがある。軸足を早く決めたい。
・起業という言葉の敷居が高かった。人の置かれた環境に合わせて、提案してもらえる。あたたかい。アドバイスが、受けられるのはいい。
・模索中、やりたいことも決まってない。セミナー受けて大丈夫かなと思ったが、純粋に楽しかった。

２１年 秋コースの学生を募集しています！

菊地健さん＠埼玉県川口市
① 一番学びになったこと
ランチェスター戦略を始め起業事業の戦略が整理できた。
② 比企起業大学を検討している人へのメッセージ
起業に向けて、まずは行動し肌で感じることが必要だと思います。
比企起業大学はそのきっかけとなると思います。

渡部典子さん＠埼玉県さいたま市
① 一番学びになったこと
多くの本に出会えたことです。「小さな会社の稼ぐ技術」に出てく
る４つのワードに確認する癖がつきました。
考えては崩すことを繰り返す／やらないことを決める
この２つもセミナーを受けた後の変化です。
② 比企起業大学を検討している人へのメッセージ
やりたいことが決まってる人 やりたいことが決まってない人
どちらも学べます。 起業をとても丁寧に、最初の一歩から教えて
くれます。仲間からは多くの刺激をもらいます。

佐藤光敏さん＠埼玉県上尾市
① 一番学びになったこと
地域で起業するために必要となるエッセンスを学びました。具体
的には顧客、商品、地域、戦略（戦術）についてです。起業大学
での学びは真逆の弱者であり個人で事業を継続的に営むことが
重要視されていたことが、起業に対する視点の転換となりました。
② 比企起業大学を検討している人へのメッセージ
仲間ができたことがとても貴重でした。仲間とは、同じく起業しよう
としている人、すでに起業した先輩や講師たち。困ったときに一
人で、あれこれ考えていても答えは見つかりません。ともに学んだ
仲間が、話を聞いてくれ、自分のやろうとしていることに違う視点
を当ててくれました。

今永真弓さん＠埼玉県鳩山町
① 一番学びになったこと
課題本を読むことで自分の戦略のヒントになったし、そこから色々
アイディアが出てきた。一緒に頑張れる、相談できる、アイディア
を出し合える同志ができた。
② 比企起業大学を検討している人へのメッセージ
世の中にはたくさんのビジネス本もあってネットで調べれば色々
な知識を得られるけど、比企起業大学に身を置くと似たような境
遇の大勢の先輩起業家の方々の経験から出てくる意見が聞ける。

楠田理恵さん＠埼玉県坂戸市
① 一番学びになったこと
起業には基本の型のようなものがあるということ。その基本の型
を、大学が提示してくれる課題図書で学ぶことができます。課題
図書を読みやすくするための音声教材もあり、かなり読書の助
けになりました。課題図書をベースとした対話、動画学習、実践
と振り返り、レポートでの言語化・・これらが融合して学びの効果
が一気に飛躍するタイミングがやってきます!
② 比企起業大学を検討している人へのメッセージ

「何から始めたらいいか分からない」「頭で理解してからでない
と動けない」「動いてみたもののこれが何かに繋がるのか不安」
「自分が起業して本当に上手くいくのだろうか」・・・これらは全て
私が比企起業大学で学ぶ前に感じていたことです。

内野正輝さん＠東京都大田区
① 一番学びになったこと
比企起業大学では、主に起業する上でのマーケティングの方
法を学べました。各々の形に合わせて実践に落とし込んで結果
を出していく過程を毎月の授業で聞けたのは参考になりました。
② 比企起業大学を検討している人へのメッセージ
起業で一番大事なのは、“自分は弱者”だと認識することだと思
います。その中で戦っていくためには、
1.自分が弱者だと素直に認める
2.プロが参入している業界でどう出し抜いていくか？
というマインドセットと工夫が必要です。それらを0から教えて
くれるのが、この比企起業大学だと思っています。


