
2021年12月19日（日）第33回「本屋ときがわ町」を開催しました。
午前中はフリートーク。午後(13時)からは、ノンフィクション作家
神山典士さんによる特別講座「子どもたちの書く力を養う」も実施。

●出店者紹介
（１）ノンフィクション作家 神山典士さん。
ご自身の著作を持って来てくれています。
（２）「移動絵本屋てくてく」小原さん＠ときがわ町。
今日は「クリスマス絵本」と「和風なお正月本」を持って来て
下さっているそうです。
（３）雑本のFull本屋＆民俗学ノユーク 風間さんご夫婦＠坂戸市。
「雑多な本」と「移住関係の本」を持って来て下さっています。
無印良品さんとは、最近、鳩山コミュニティマルシェでコラボ
することが多いそうです。

●「本屋ときがわ町」に訪れる人を紹介！
・Lagom cafeの新井はるなさん＠ときがわ町が来てくれました。
午後の特別講座にも参加して下さいました。
・卓球カフェに来てくれた総務課の馬場さんが、ちょこっと顔を
出してくれました。
・小原さんが、大人に絵本の読み聞かせ。何かゆったりとした
時間が流れている気がします。
・山なおさん（比企起業大学院3期生）が、前澤屋さんのお菓子
を差しいれて下さいました。感謝！
・ときがわ活性会（Artokigawa）の小峰さんが、来て下さいました。
明覚駅の近くにある鉄のオブジェ（トンボとか）も作られている
アーティストさんです。五明の鍛冶場で、以前マシュマロ棒を
作るワークショップをさせてもらったこともあります。
・尾上さん（比企起業大学院1期生）が、子供たちに、メリー
クリスマスの差し入れを下さいました。ありがとうございます！
・以前、出店して下さった「Cheeseの本箱」の村田さん＠坂戸市
が、娘さんと一緒に来て下さいました。
・「おいでよ嵐山」の細田さんが来て下さいました。前回の本屋
での出会いがきっかけで、遠山さんの哲学の講義を、続けて
受けているそうです。
・12時ちょい前、出店者さん同士で、ランチタイム。私は、奥さん
が作ってくれたおにぎりを小原さんの「身体を温める」ハーブ
ティーと一緒に食べました。美味しいです！
奥さんいつもありがとう！
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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。
２０２２年もどうぞよろしくお願いいたします。
「ときがわカンパニー通信」は月1～2回の頻度で発行し、活動の様子を皆さんに発信しています。
（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。）

あけましておめでとうございます !

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３３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

2021年12月24日（金）18時～20時、比企起業大学21秋「1２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。
今回も、7名の学部生全員が参加しました。
1２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。
＝＝＝
●ベイビーステップで達成したこと／1か月の学習のふり返り

○けいさん
『自分の売り（価値）を活かせることを考える』
○RKさん
一緒に「何か」をしながらの自分なりの提供できるワークを具体的に５つ出す！
○Yさん
①課題図書をメモをとりながら読む！②ネイルの練習。5人に施術する！
○Yoshikiさん
商談スキルについて知り合いの営業マンにインタビューする。
○塩川さん
①左脳的でない自分らしさの要素をどのように入れられるかを考える。
②お客様に提供できることの中から、自分自身がやりたいことを考えてみる。
○まめさん （内容は非掲載）
○Toshi姉
今年1年間の出来事・行動を整理する。

↑この1年間は、凄い行動力でいろんなことをやってきた。それを紙にまとめた。比企起業大学に入学したことが、自分の
凄い行動力だと思っている。5月1日のTVで、嵐山、小川町の特集を見た。実家と同じ大谷石の蔵をリノベして、サテライト
オフィスにした映像をみて、「うちと同じなのに、素敵になってる」と思った。
・起業大学に出会う前に、自分で勉強しなくちゃと、宇都宮の大谷石の砕石場と資料館を見にいった。何回か通い、地元の
大工さんも紹介してもらえた。実家の倉庫は貴重。大事にして下さいと言われてしまった。その言葉が引っかかって、
これを利用して「何かしなくては」と思った。
・これをまとめたことで、今までは何も行動を起こさなかったが、自分で動いて、人と出会うことで、「やってみたい」という
気持ちが起こるものだと。比企起業大学から、力をもらった。ワークシートは、1か月間、コピーを持ち歩いて、考えていた。
・9月12日に、入学願書を出して、返事が返ってくるまでのドキドキ感が、記録に残っている。翌日、「入学歓迎！」という
メールが来た。やっていこう！と。出会えたご縁に感謝。

比企起業大学 2 1秋「１２月ゼミ」を開講しました。

比企起業大学大学院第５期「ゼミ（３）」を開講しました。
2021年12月18日（土）13時30分～15時15分比企起業大学大学院 第5期「ゼミ（３）」を開講しました。
１．近況報告（約束確認）：風間さん
リエさん ・１社のレポート（Word1枚）を共有。達成！レポートを提出。
２．読書会議：栗原さん 『儲ける仕組みをつくるフレームワークの教科書』
３．事業会議：関根
・「ちょこっと説明」で、お客さんの反応を見る。「2歩先を話す」。
４．約束合意：林さん
①営業先にもっていく「ちょこっと説明」ツールを作る。 ②3社に訪問。
リエさん、講師の皆さん、ありがとうございました。次のゼミに向けて、お互い頑張りましょう！
●リエさんのFBライブとツイッター
https://www.facebook.com/rie.hiruma/videos/1109002939846146

●特別講座「子供たちの書く力を養う」
13時、プロの作家 神山さんによる特別講座「子供たちの書く力
を養う」が始まりました！
・「ありのままを書く」・「心が動いたことを文字にする」
・「10代の頃の作文が、大人になった自分を勇気づけてくれる」
まちライブラリーの礒井さんも、ゲスト講演して下さいました。
プロ中のプロの言葉が胸に響きました。
ありがとうございました！
＝＝＝
●今後に向けて
・まちライブラリー礒井さんがおっしゃっていた「本好きな人は、
空間づくりが弱い。ヨーロッパに学べる点は多い」という言葉。
皆さんのお陰で「本屋ときがわ町」の新たな可能性を感じました。
次回は、第３４回 2022年1月16日（日）10時～15時
お待ちしています！

https://tokigawa-company.com/
mailto:info@learn-well.com


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４６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 3,300円。 比企起業大学・大学院 関係者は、1回1,100円）

24時間、365日 いつでもお問合せ可能です。

◎第３４回「本屋ときがわ町」を開催します！

2022年１月１６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）
・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「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） ・シングル 消毒スタンド 11,000円（税込）
お問い合わせは、ときがわカンパニー関根まで（info@learn-well.com）

ときがわ「ウォーキングチャレンジ2021」に参加してきました。

2021年12月14日（火）9時過ぎ～12時頃、奥さんと一緒に、ときがわ「ウォーキングチャレンジ2021」に
参加してきました。回覧板に入ってきたチラシに、心惹かれたからです。
「宝探し・・・」「妖精って、何？」「防災メールで、妖精発見ニュースが流れる？・・・」と、不思議な情報
満載でしたので、「とりあえず、行ってみよう！」と、奥さんと、空いている日を見つけて、行ってきました。
＝＝＝＝＝＝＝
桃木の神社から弓立山へ。割りばしでさした道しるべがあるので、迷わずにすみます。
男鹿岩に着きました(写真上)。実は、この近くで「妖精」を発見しました！
「これか～、妖精って」見つけてみて納得。なるほどね～（後の人のために、あえて詳細は語りません）。
日枝神社に寄って、大附そば道場そばを通り、大銀杏の脇を通って、ゴールに向かいます。
あと、道しるべの裏に隠されたスタンプも５つ押せたので、参加賞ももらいました。
（Geographicaで測ったら、8.9㎞、2時間47分、最高高度432mでした。）
「ウォーキングチャレンジ」魅力的ですね！
面白い企画を立ち上げて下さったときがわ町役場の皆さん、ありがとうございました！

入居者募集！／活動記録冊子「.plan」 Vol.03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。010では入居者募集についてと活動冊子について紹介します！

niu.
010

instagram
シェアアトリエniu

● 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。

● 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！下記までご連絡ください。

● 活動記録冊子 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。

vol.03は「繕う」をテーマに、7〜8月開催の展示「絵の置かれたリビング」のアーカイブ

と、絵画、建築、民俗学、まちづくり、古本屋の視点からの写真や文章、ショートショー

トを掲載しています。今回は、鳩山ニュータウン周辺で活動されている、大学院で民俗学

の研究をされていた風間有加さん、隣町の川越の霞ヶ関で活動されている吉田尚平さん

（38℃）、深澤元さん（つまずく本屋ホォル）の3名にも寄稿していただいています。

全65ページと3号の中で一番ボリュームがあり、読み応えのある1冊となりました。

※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。

●お問い合わせ(担当：小西)

TEL：090-1449-2933

E-mail:shareatelier.niu@gmail.com

◎特集：ときがわ材のスタンディングデスク「idesk」
立教大学中原教授にご納品しました。
2021年12月17日（金）13時頃、立教大学で開催
している「組織行動論」勉強会の昼食時間中に、
「idesk」を、中原教授にご納品しました。

●「お～、いいですね～。」と中原先生。
178cmの中原先生に合うスタンドデスクの高さ：

PC作業用：104センチ 書き仕事：109センチ
※基準は肘が90度
（90度より小さくなると肩に負担がかかる）
今回1番高く104.5センチに設定したので、PC作業として適切。

●「ときがわ山と水プロジェクト」について、説明する山なおさん。
・埼玉県ときがわ町の「林業家」「製材所」「家具職人」が、森林の循環を実現するために企画。
・「1本の木を使い切る」という考えから生まれたスタンディングデスク。
・ときがわの桧（ひのき）の立ち木をモチーフにし、横から見ると「i」の形に。

●ideskを、iofficeに、持って来て下さった「山と水プロジェクト」の皆さん。
「利益を山に循環する仕組み」について、「戦後、現在、これから」に分けて説明する山なおさん。
・利益が出にくい木材活動だが、仲間と頑張れば、何とか形にできる！と考え、挑戦中。
・山から必要な分だけ伐採し、製材したもので、商品を作り販売する。
そこで得た利益の一部を、山に還元し、活動を継続していく。
・小さな機材で、少人数で、シンプルな流通にすることで、実現を目指す。

●先日の研修で、実際に使ってみました。立って話すと、対面の
集合研修のような気分になり、なんとなく身も引き締まります。
座って話すより、逆に疲れが少なかったです。
この後、iofficeシェアオフィス会員さん用に後３卓作って頂く予定で、
楽しみです！

●座り仕事が多い中、立って仕事ができる
「ときがわ材のスタンディングデスク：idesk」ご興味ある方、
関根あてにぜひお問合せ下さい！（info@learn-well.com）

「リセット研修～山伏さんとの修行体験（冬編）」を開催しました。

2021年12月11日（土）～12日（日）「リセット研修～山伏さんとの修行体験（冬編）」を開催しました。
山伏の瀧田さん＠所沢にご連絡し、日程調整したうえでの開催となりました。
＝＝＝＝＝＝＝
会場であるNONIWA＠ときがわ町。10時半頃、瀧田さんのオリエンテーションがスタート。
「体の不調を感じたらすぐ連絡」「それ以外は、私語厳禁」といった注意事項が話されます。
「慈光寺さんに、奉納するお酒です。リレー形式で、各自が背負って、もっていきましょう」と、2㎏あると
いう一升瓶を掲げる瀧田さん。
「総礼（そうらい）」をしてから、山歩きに出発。「油こぼしの坂」を越え、見晴らしの良い山頂にでました。
「慈光寺さんは、ほんと凄いお寺なんですよ」と狭山茶のルーツであったり、修験道との関わりであったり。12時45分頃、青石塔婆で、
昼食休憩。そして、慈光寺、到着！観音堂でお勤め。16時前、NONIWAに到着。総礼をして、山歩きは終了。
瀧田さんからは、
・山伏は、山に伏す。自分を客観視し、変化に気づく。
・断捨離等、引き算をしていくのは我慢。つらい。「足るを知る」で、ゼロから足し算していくと、ありがたみを感じやすい。
・それぞれの捉え方。成功の定義も様々。資本主義社会で、ストレスを消費で解消している人達もいる。幸せ＝苦しまないと考えると、
生き方も様々では。 といったお話を頂きました。
皆さん、ありがとうございました！「リセット研修」またやりましょう！


