
2022年2月20日（日）第35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 小原さんとリカさん。
ランチタイムに「ブックカフェをつくろう♪」で、ロールサンド・
おにぎらず作りイベントを開催しました！
（２) 雑本のFull本屋＆民俗学ノユーク 風間さん、ユカさん
ご夫妻＠坂戸市。移住系の雑誌、色々雑本、鳩山町コニー達
作成のZineや、菅沼さん達の空き家スイーツもありました！

●「本屋ときがわ町」に訪れる人を紹介！
・神山さんご夫妻＠ときがわ町が、赤ちゃんを連れて来て下さい
ました。（赤ちゃん、すげー可愛かったです！）
・比企起業大学大学院（前比企起業塾）4期生のKazumaが、
お母さんのMikaさんと一緒に来てくれました。
・比企起業大学21秋のとし姉や、21春のノリコさんもかけつけて
くれました。
・比企起業大学22春に入学予定のイラストレーターIさんが来て
くれました。22春、楽しみにしています！
・「おいでよ！嵐山」の細田まこっちゃんも来てくれています。
みなさん、いつもありがとうございます！

● 「ブックカフェをつくろう♪」ロールサンド・おにぎらず作り
ランチに「おにぎりず」をみんなで作りました。
手作りはやっぱり盛り上がります！
関根も「おにぎらず」に初挑戦！ 1つ目は欲張りすぎて、ご飯を
多めにもったら、上手くたためず、ハムがはみ出しまくりました。
奥さんのために作った2つ目は、比較的うまくいきました。旨し！

＝＝＝
●今後に向けて
15時、皆さんに手伝ってもらい、片付けをして終了しました。
・ランチイベントもあり、大盛り上がりでした。
・次回は、第３６回 2022年3月20日（日）10時～15時
次回が36回ということで、3年間続けてきたことになり、一つの
節目になりそうです。ここまでこれたのも皆様のおかげです。
もちろん、4月以降も続けます。
ご参加、お待ちしています！
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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３５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

2022年2月25日（金）18時～20時、比企起業大学21秋「2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、5名の
学部生が参加しました。２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。
＝＝＝
●ワークシート回答の共有と意見交換より
〇RKさん：「本」でブックエンドをつくりたい。拠点は所沢。自然が沢山なのでプラスアルファ。

単発のイベントに参加する。そのための一つの成功事例を所沢を拠点につくる。
〇Yさん：地域性を考えた時、「No1」がわからなくなった。地域で線引きできない？
○Yoshikiさん：ヒントはお客に在り。相手のことを、じっくりヒアリングする。
○ながけいさん：組織の中でのコミュニティを作る。人材育成を含めて、フォローするのが得意。

●クラス共有
○Yoshikiさん：お客様へのヒアリング。深層的な部分を引き出す(B2C)。聞き方「商品としての聞く」と「営業としての聞く」がある。
○RKさん：ものづくりワークショップ、ときがわ町、所沢で、「旅するアーティスト」をめざす。
〇Yさん：隠れ家でどう稼いでいくかでワクワク。
＝＝＝
(風間)より
比企起業大学2021年秋学期の最後のゼミが終了！お二人が参加できなかったけど、自分が頑張るだけでなく
「仲間も応援する」を全員が体現するすばらしいゼミとなりました。
(関根)より
皆さん、ありがとうございました！ 秋学期は終了ですが、これからも共に進んでいきましょう！卒業レポートも楽しみです！

比企起業大学21秋「２月ゼミ」を開講しました。

起業相談＠鳩山町コミュニティマルシェ
2022年2月26日（土）11時～15時、鳩山町コミュニティマルシェで、起業相談を行いました。
マルシェのディレクター トヨ元家さん（比企起業大学大学院3期生）からのご依頼です。
（同じくマルシェのユカさん：大学院3期生にご支援頂きました）どうもありがとうございます。

次女（高1）と一緒に、マルシェに行き、彼女に下記の観点でレポートをお願いしました。
・客観的な事実として、起業相談の流れや、相手の表情、反応を記録してほしい。
・主観的な感想、意見として、本人が感じたこと、考えたことを教えてほしい、と。

１１時から各１時間、計３名の方からご相談頂きました。
まず、卓球をしてから、起業相談に乗ります。相談内容については掲載しません。
＝＝＝
(以下、次女のレポート抜粋)

起業相談に同席して今回起業相談と聞いてイメージしたのは相談内容を聞いて 1 つ 1 つ解決していくというものでした。
しかし実際に同席してみると相談者と父の話す割合は４：１くらいで相談内容の解決案を出すのは 2 回ほど、相談者は相談内容を話しなが
ら考えを整理できるようになっているのに気が付きました。父は「どうすべきか」よりも「どうしていくか」という考え方で話しているのかなと思い
ました。起業相談の流れでは、相談者が話したことをまとめながらもう一度繰り返すと頭の中が整理できて確認も出来ると知りました。
挨拶をしてすぐに卓球を始めたり質問する時に声色を変えたりして相談の流れに強弱があるのが凄いなと思いました。
三人目の方が最後に「見方が変わりました。」と言っていて、起業相談は視点を変えることが出来ると知りました。
＝＝＝
第三者の目で見てもらい、貴重な機会となりました。マルシェのトヨさん、ユカさん、ご相談者の皆さん、ありがとうございました。

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。一年間、編集に携わった
’21比企起業大学春コースのコニーより、皆様の活躍をリアルタイムで
追いかけることができてとても楽しかったです。次号から編集者が変わります。
今後とも、ときがわカンパニー通信をよろしくお願いいたします！ (編集：コニー)

おわりに

今後のイベント紹介

「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３６回「本屋ときがわ町」を開催します！

2022年3月20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。
開催場所：ときがわ町起業支援施設 ioffice（アイオフィス）

ときがわ町役場本庁舎 目の前（住所：ときがわ町玉川2490）
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）

◎ときがわ町での木材活動「山と水プロジェクト」をご紹介します！
チェーンソーを持つと変身するOさん＠小川町が伐採し、山なおさん＠ときがわ町が製材し、
家具職人の篠原さん＠ときがわ町が制作としてコラボレーション。
ときがわ町でときがわ木材活動をしている山なおさんの活動をご紹介します！
＝＝＝

地元ときがわで木材活動をしている山なお37歳です。
ときがわの木について学びながら活動していますので、お気軽にお問合せ下さい！
・お庭の木、裏山の木、伐採します。（目安15,000円／1本 回収、処分費別途）
・丸太をご希望のサイズに製材します。（目安12.000円／1時間）
・薪の配達販売やっています。針葉樹・広葉樹（目安20.000円／1㎥、約軽トラック一台分）

まずはしっかりと無料調査を行わせていただきます。
電話：08022593051
メール：chokuchoku.70＠gmail.com
「山と水プロジェクト」運営 山口 直

「山と水プロジェクト」運営 QRコード

活動の記録冊子ZINE 「.plan」 販売中です！
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。

いままでこのコラムをお読みいただき、ありがとうございした。今回の012で最後のご報告と

なります。去年に発行した活動の記録冊子ZINE .plan についてと今後について紹介します！

ここまでご覧いただきまして誠にありがとうございました！引き続き活動していきますので、

今後ともよろしくお願いいたします！

niu.
012

instagram
シェアアトリエniu

● 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。

シェアアトリエniuの活動アーカイブやそのまわりで起こる出来事を、地域で活動する個

人の作品や文章などを編纂し、ファイリング（記録）しています。※オリジナルZINEのオ

ンライン販売を始めました！詳細は下記URLからご確認ください！

URL:https://atelierniu.base.shop/

●展示企画

2022年4月頃～より、東京藝術大学などの卒業生がシェアアトリエniuを使って絵画作品な

どの展示を企画しています。また続報でましたらお知らせいたします。お楽しみに！

第１２回ときがわ自然塾：「日本一の空き家率？を誇る鳩山ニュータウンの蘇
生と高田博厚の彫刻プロムナードの魅力」を開催しました。
ときがわカンパニー代表の関根です。
2022年2月5日（土）15時～17時、第12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。
＝＝＝
○神山さんの案内文
「日本一の空き家率？を誇る鳩山ニュータウンの蘇生と高田博厚の
彫刻プロムナードの魅力」
今回は東松山市と鳩山町の二つのムーブメントを合わせて味わう
企画。昭和50年代に作られた鳩山ニュータウン！かつてはさんまし
のぶも住むか？と言われた町が、いまや空き家率で語られる時代
に！そこに住み込んだ若きアーティストの奮闘と、彼らを巻き込んだ
建築家・藤村龍至先生に、その取り組みを語っていただきます。
同時にニュータウンのエントランス、高坂駅から伸びる彫刻家高田
博厚の作品プロムナード。博厚とは何者なのか？なぜここに作品
が？どんな人生を送った作家なのか？作品を鑑賞しながら、
顕彰会の皆さんに語っていただきます。
＝＝＝
藤村先生のセミナー内容を、私の理解の範囲でメモしました(右)。

○なぜ鳩山に関わるのか？
・1981年 埼玉県所沢市 椿峰ニュータウンに、家族で入居。
・2015年～2017年 埼玉県での研修に関わった。埼玉県では、
高齢化、空き家問題が、ニュータウンに集中している。
・埼玉県消滅可能性ニュータウンランキングを作るとダントツ1位
が、鳩山NT。埼玉県は民間が開発した小中規模のNTが多い。
・鳩山町住民の6割が、NT在住なので、町としてもある程度投資し
ている。鳩山町は、地方創生関連事業で予算をとった。
・RFA(藤村さんの設計事務所)がマルシェの指定管理者となった。
・来館者数や売り上げも、右肩上がりとなっている。
・マルシェ利用者の要望も変化し始めている。
・鳩山の空き家は、100件以上あるが、流通してない。
○鳩山への移住をどう推進するか？
・高齢化率は横ばいだが、総人口が減る。
・若い世代にどう入ってもらうか。
・若手芸術家は、制作場所がほしく、たまに東京に出て、子育て
環境が良く、住居コストが安い場所を求めている。
そうすると、鳩山がちょうどいい。
・まちづくりでも、食、キッチンが重要。
・空き家スイーツにより、空き家の問題が、可視化された。
これは、建築家ではなく、アーティストだからできる問題発信。
・空き家の相談は多いが、成約につながらない。空き家オーナー
の啓発が必要。鳩山の空き家はニーズがある。
・空き家バンク界では、ときがわ、越生、小川町での成約数が多
い。
・住宅団地のステップアップ

１）場づくり ２）組織化 ３）ビジネス化 ４）人口増
・今、鳩山は、ステージ４（人口増）に入ってきているのでは。
●トヨ元家さんと菅沼朋香さん
・東京一極集中の流れが終わるのではと思っていた。
・マルシェのイベント制作を主に担当。
・人が集まり始めたのが、2019年ごろから。
・無料キャンペーンにより、ランチが充実したことが大きかった。
・ランチ20食完売が試金石。そこを超えると、他に出店しても
大丈夫なくらい。
＝＝
・アートは、まちづくりのきっかけになる。
・起業だけでなく、福祉という視点も必要。

◎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

2022年４月から、比企起業大学 春学期をスタートします！
開校から一年がたち、2１年春コース７名、秋コース７名とやりたいことことも年齢層もそれぞれの、
計１４人の熱意ある学生が地域での起業について学び、活躍しています！
２２年４月から、皆様と学びあえる事を楽しみにしています！
＝＝＝
☆ 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としています。ご興味のある方、お気軽にご連絡ください！

２２年 春コースの学生を募集しています！


