
2021年10月17日（日）第31回「本屋ときがわ町」を開催しました。
●出店者紹介
（１）「名前は未だ内てい」田中さん＠鶴ヶ島市。
「私のマニアック本」だけでなく母のお薦め本も。より多様に！
（２）「移動絵本屋てくてく」小原さん＠ときがわ町。
「今日のテーマは、気持ち」だそう。男の子の気持ちを描いた
傑作「けんかのきもち」もありました。年齢問わず手にとれる絵本
を、持って来てくださいます。
（３）初出店！「渡部製作所 ときがわ支部」ワタナベ典子さん
（比企起業大学2021年春学期生）＠さいたま市。
ポップが魅力的で、子供達に大人気でした。

●「本屋ときがわ町」に訪れる人を紹介！
「話せる本屋」ときがわ町。本と人が出会い、アイデアが広がっ

ています。小原さんが「話がとぎれませんね」と一言。
比企起業大学大学院（前比企起業塾）1期生 尾上さんが、差

し入れに来て下さいました！ノリコさん曰く「尾上さんの〝動かな
きゃだめよ！”という一言に動かされました」とのこと。

みつさん＠上尾市（比企起業大学21春生）が、約束通り、来て
下さいました！先日（10月2日）の卒業式で渡せなかった卒業証
書（4期生さおりさんデザイン、谷野さんの手すき和紙）を授与。
町長からもお祝いの言葉を頂きました。ありがとうございます！

比企起業大学大学院（前比企起業塾）3期生ヤマナオさんが来
て下さいました。町長の娘さんと同学年だそうです。大椚第一小
の校歌「学校坂道」のお話で熱くなる二人。

畑さん＠嵐山町（比企起業大学21秋生）が来てくれました！入
学式で会えなかったノリコさん（比企起業大学21春生）に、会いた
かったそうです。ユカさん（3期生）含め、話が盛り上がりました。

山に入ると変身する伐採マン岡本さんが来て下さいました。
子供達が「変身って！？」と食いついてきたので、チェーンソーを
持って、木を伐るシーンを再現。この後、山なおさんと一緒に、山
に向かっていきました。

マルシェ＠鳩山町で開催した「比企起業大学プレセミナー」に
参加された柳楽（なぎら）さん、鈴木さん（チエ姉）が来てくれまし
た。本屋の片付けをして終了！つながりが生まれる本屋です。
＝＝＝
次回は、第３２回 2021年11月21日（日）10時～15時
・午後13時～14時30分：遠山さん＠トカイナカハウス
「哲学カフェ」（リアル） 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３１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

比企起業大学 2 1秋「入学式」を
実施しました！
2021年10月8日（金）18時～19時＠Zoomで、比企起業大学21秋「入学式」を実施しました。
21秋学期は7名（女性5名、男性2名）の入学となりました。今回も個性的なメンバーです！
●ゼミの目的と進め方
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・他メンバーの進捗状況の共有・
今後やること（ベイビーステップ）の合意
●比企起業大学21秋メンバーの自己紹介
○Yoshikiさん：広島出身、奥さんが熊谷で美容室で起業。大学、大学院と教育を学び、
教員をしている。このまま死んだら後悔すると、起業を希望。
○Toshiさん：ときがわ町で経理の仕事をしている。これから、今の時代に合ったことをやって
みたい。そう考えている中で、起業大学を見つけて入った。良い結びつきがあれば。
○まめさん：富山県から参加。みつさんと一緒に毎週土曜日にラジオ番組を実施。
中山間地域に住んでいる。
○Yさん：建設業の営業アシスタントをやっていた。お客様と直接話すことがなかった。
自分なりにやりたいことがあっても出来なかった。これからシングルマザーになるので、
がんばって行けたらと起業大学に。
〇けいさん：毛呂山町に移住。ゆず娘として活動。地域の方とよりつながる為に入学。
〇RKさん：ときがわ町のファンで何度も通っている。温かいコミュニティに身を置きたい。
○塩川さん：会社員。人材開発の副業（ITベンチャー）をしている。一人でコンサルしていく方が楽しい。大学院にも通っている。
指導教員（中原教授）に、起業の相談をしたら、関根に相談し、比企起業大学に通えとアドバイスされた。
＝＝＝
皆さん、ありがとうございました！これから共に進んでいきましょう！

比企起業大学21秋「10月ゼミ」を開講しました。
2021年10月22日（金）18時～20時、比企起業大学21秋「10月ゼミ」

を開講しました。講師陣、学部生との意見交換の場です。今回は、
7名の学部生全員が参加しました。

10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『小さな会社の稼ぐ技術』＋解説音声（stand.FM）

レクチャー動画（YouTube)「弱者の戦略」「顧客の種類」
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
・身近な人
・究極は自分の好き嫌い
・好きな人を分析したことがなかった。
・ちゃんと見てもらえるのは自然と相手に尽くしたくなる。良い循環。
・お客さんを選んでいいんだという感覚。一人でやっていく中で、

良いお客さんを選ぶのは大事。
・一点に絞るのが怖いというのが分かる。
・パッケージとして提供する。カットだけもある。最初は大変な客も

いたが、選び始めて、離れてくれた。
・似たような考えの人を集めるような商品を提供できたら。

●今月のクラス共有
（１）選ぶ
・お客さんを「選ぶ」のがミニ起業。そのために、売上には限りがある。

（分度＋αを上限とする）
・４つの人を大切にするため ①自分、②家族、③顧客、④仲間
・比企起業大学では、お客さんを選んでもやっていける方法を学ぶ
（２）絞る
・一人起業なので、資源が少ない。

弱者だから、絞る。（強者なら、広げる）
・複数の商品があっても、お客さんが絞ってくれる。
（お客さんが評価してくれる商品に絞られてくる）続けていくうちに

絞られてくるが、最初から「絞る」ことを目指さないと絞れない。
「Planned Happenstance 計画された偶発性」に近い。
「行き当たり、ばっちし！」

・「グー」→「パー」→「チョキ」
・「商品」「客層」「地域」で絞る
・「バックエンド商品」につながる「フロントエンド商品」について、

今後の講座の中で学んでいく。

●ベイビーステップ
・次回（11月26日）までに小さなやること「ベイビーステップ」を宣言。



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44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３２回「本屋ときがわ町」を開催します！

2021年１1月21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。
＝＝＝

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.
008

instagram
シェアアトリエniu

比企起業大学大学院21「第1回ゼミ」を開講しました。

● 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。

● レンタルスペースについて

空き家だったこの家の広いリビング(12畳ほど)を活かして、レンタルスペースを実

験的に開始しました。電気・Wi-Fiなど完備で、一時的なアトリエとして、シェアオ

フィスとしての活用歓迎です。ご興味のある方は下記連絡先までご連絡ください！

● 比企地域での活動に！

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

をやってくれる方を１名募集しています！

●お問い合わせ(担当：小西)

TEL：090-1449-2933

E-mail:shareatelier.niu@gmail.com

◎地元木材を用いた「ときがわ材の消毒スタンド」好評です！
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。
・ダブル 消毒スタンド 22,000円（税込み）
・シングル 消毒スタンド 11,000円（税込み）

2021年10月13日（水）9時～10時、ときがわ町の小中学校 5校に、
ときがわ材の消毒スタンド（子供用つきダブル）を、
各２台ずつ、納品させて頂きました。
きっかけは、ときがわ町教育委員会 教育総務課の新井さんからの、
お問い合わせメールでした。新井さん、ありがとうございました！

お問い合わせは、関根まで（info@learn-well.com）

2021年10月23日（土）13時30分～15時、比企起業大学大学院21「第1回ゼミ」を開講しました。
今学期は、リエさんお一人に対して、講師4名でサポートしていきます。
⓪リエさんの大学院への意気込み
・キャリアコンサルタントの資格はもっているが、それ以外のものを打ち出したい。
①読書会(省略)
②事業会議
・半年後（22年3月）に、三社(取引先)つくることを目標に、大学院に参加してほしい。
・客層：C B b(スモールB)
・ｂ 知っている人の安心感
③約束合意
・商品：芋づる式 バックエンド商品
・後2社作るに向けて、どういう約束ができるか？
○リエさん
・ヒアリング ５社 → 報告書 （ワード１枚×５）
リエさん、講師の皆さん、ありがとうございました！これから半年間、共に進んでいきましょう！

第8回ときがわ自然塾「霜里農場見学＆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10月16日（土）15時～17時、
第8回ときがわ自然塾「金子美登・友子ご夫妻の霜里農場見学＆講演会」を、
トカイナカハウス神山さんとの共催で、開催しました。
○神山さんの案内文(要約)

全国有数の有機農法のメッカ埼玉県小川町。その中心には金子美登さん友子さんの実
践がありました。70年代に飼っている乳牛の乳の味の違いから気づいた餌の違い。有
機農法の大切さ。以降約半世紀、周囲の農家を少しづつ巻き込み、研修生を住み込み
で育て、提携先を増やして経済を成立させながら・・・牛歩の歩みが今見事に花開いて
います。霜里農場ではトラクターも耕運機もマイカーも全て廃油をエネルギーに！電気
はもちろん太陽光。室内の暖房は全て薪。石油化学エネルギーには一切頼らない！自
らの糞尿もバイオマスで肥料に！今や小川町ときがわ町一帯は有機農法の里に！そん
なエココミュニティの原点でもある霜里農場金子さんご夫妻の農業生活生き方を視察さ
せて頂き、その後隣接する廃校カフェでお話も伺います。貴重な機会をぜひご一緒に！

・当日（16日）14時半、小川町駅で、参加者と合流した後、霜里農場へ。
・16時～、分校カフェMOAZART（モザート）に移動。 金子美登（よしのり）さんの講演会。

昭和46年10月から、有機農業をスタート。10年やってきて、30件のお客様と提携。
地場産業研究会を立ち上げ、地元の事業者の方と協働。
今、小川町は、70戸が有機になった。15%。
生物、微生物、農家の多様性が必要。
描く未来像は、食、エネルギー、種子の地産地消。自立型地域を目指す。
「今だけ、自分だけ、お金だけ」ではない。

◎「秋の卓球カフェ」を開催！

卓球カフェって？
きっかけは、9月19日（日）の「本屋ときがわ町」での会話でした。
「職員が、家に帰る前に、気持ちを切り替えられる場所があれば・・・」
・iofficeには、廃校になった大椚第一小から引き取った卓球台。
・関根の長男（小６）が卓球にはまっていて彼の協力もあり
・飲み物は、移動絵本屋てくてくの小原さんのハーブティー …

そこで、10月13日（水）に第1回目の「秋の卓球カフェ」を開催しました。
初回では、建設環境課の伊藤さん、高橋さんがご参加くださいました。
外からは、企画財政課や総務課の方々が観戦して下さっています。
皆さん、楽しそうに過ごして下さいました。
＝＝＝

次回 2021年１1月24日（水）17時30分～18時30分
ときがわ町役場職員さん限定で「秋の卓球カフェ」を開催します！
場所：ときがわ町役場本庁舎 目の前 ioffice
参加費：1回 1,650円（ハーブティー1杯、卓球3ゲーム、消費税含む）
参加者：ときがわ町役場職員（お連れ様がいる場合は応相談）
＝＝＝
定員：４名（密を防ぐため、事前予約制）
お問い合わせは、関根まで（info@learn-well.com）

10月20日（水） 第2回「秋の卓球カフェ」も開催！


