
2022年3月20日（日）第36回「本屋ときがわ町」を開催しました。
今回は、出店者さんが4店。風が少し強かったですが、天気もよく、
本屋ときがわ町日和となりました！
●出店者紹介
（１）NML：とし姉＆ながけい（比企起業大学21秋コンビ）の「シイタ
ケの駒打ち体験」（大人500円・子ども200円）子供たち用に、無料
工作コーナーも！
（２）渡部製作所 ときがわ支部 渡部典子さん。「焚き火でスモア
体験（1回200円）」を開催。
（３）てての本屋 RKさん（比企起業大学21秋）少女漫画と、ドリッ
プコーヒー（100円）を、持って来てくれました。
（４)雑本のFull本屋＆民俗学ノユーク 風間さんご夫婦。お子さ
んが作った「オリジナルしおり」も販売。
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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３６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

理恵さんの報告
●独立起業しようとした時
・「何から始めていいか分からない」「身近にロールモデルがいない」
「相談できる人がいない」→「ないない尽くし」の時に、比企起業大学
と出会った。
●2021年4月 比企起業大学 入学
・決めてとなったのは、講師の風間さん、関根の人柄。起業している
人は、近寄りがたいイメージがあったが、親しみを感じた。リアルな自
己開示情報が好印象で、起業セミナーに参加した時、話しやすく安
心感もあった。
・大学に入ったことで、得られたことは２つ。「メンター本」と「仲間」。
違う業界の人との出会いが良かった。そういう方に自分のことや仕事
を説明することで、ヒントをもらえた。

比企起業大学大学院第５期「活動報告会」を開催しました。

比企起業大学２１秋「卒業式」を実施しました。

●シイタケの駒打ち体験
比企起業大学21秋コンビのとし姉＆ながけいさんが企画。原木
にドリルで穴を開け、シイタケ菌のついた小さな「駒」をそこへ打
ち込んでいきます。子供も大人も真剣そのもの！

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

●焚き火でスモア体験
焚き火のプロのノリコさんが、今回もスモア体験を開催してくれ
ました。スモアとは、マシュマロを串に刺して焚き火で焼き、チョ
コクッキーで挟んで食べるもの。中がトロトロに溶けたマシュマロ
に、チョコが混ざり合ってめちゃめちゃおいしかったです！

● 「比企起業大学」プレセミナー（Zoom）
講師の風間さんより、比企起業大学22春入学の説明。出店し
てくれている比企起業大学のメンバーにもインタビューを実施
しました。

●「本屋ときがわ町」に来てくれた人をご紹介！
・比企起業大学大学院5期生 リエさん＆お子さん

子供たちと一緒にスモア体験を楽しんでくれました！
・比企起業大学21秋 Yoshikiさん＆お子さん

娘さん達とスモア体験。家族皆仲良さげで素敵です！
・ときがわ町に移住された「METAL MAGIC」の小林さんご夫妻

鉄を扱うお仕事をされていて、焚き火台を作ったりもされるそう
です。焚き火台！ということで、キャンパーのノリコさんを紹介。

・ときがわ町町長 渡邉さん
「女性が輝く町を作る！」ということで、比企起業大学・大学院の
女性メンバーたちと意見交換をされました。

・上村さんご家族
マツダミヒロさん経由で来てくださいました！

・比企起業大学22春 細田まこっちゃん（＠嵐山町）
比企起業大学の入学金を入金してくれたそう！ありがとう！

● 次回の本屋ときがわ町
RKさん（比企起業大学21秋）企画で「豆本づくりワークショップ
（仮称）」を開催！とっても可愛い！来月が楽しみです！

次回は、
第３７回 2022年4月17日（日）10時～15時
お待ちしています！

●2021年10月 比企起業大学大学院 進学
・「約束合意」という壁にいきなりぶち当たった。大学院は謎に
包まれていたが、組み立ては「近況報告、読書会議、事業会
議、約束合意」とシンプル。
・「法人顧客 2社達成！」 目標3社達成は、3月末が締め切り
なので、3月はまだ始まったばかりなので、目指していきたい。
・今後、力を入れていきたいこと：顧客づくり、商品づくり、自己
表現
・「キャリアコンサルティング（相手に寄り添う）×自己表現」を
大切にしている。
・カウンセリング、人材マネジメント、組織開発 を軸にやって
いきたい。企業の人事担当者や経営者とつながりたい。
●自分が叶えたいことは何か？

最初は自分自身を元気にしたかったのかもしれない。自分
が元気じゃないと、子供にも大らかに接する余裕がない。まず
は自分を、そして家族を、友人を、仲間を元気に。それは巡り
巡って、自分がのびのびと仕事できることにもつながっている。
自分が子供にしてあげられることは、自分が楽しんで働き、生
きている姿を見せることかなと。それしかないと思っている。
「全てはつながっている」関根さんを見ていて学ばせてもらっ
たことでもあります。

2022年3月5日（土）10時～14時＠鳩山町コミュニティ・マルシェで、比企起業大学大学院
第5期「活動報告会」を開催しました。発表者は、比企起業大学大学院の楠田理恵さん。
2021年9月〜2022年3月という半年にわたる大学院での活動内容を、報告されました。

2022年3月27日（日）11時～15時＠ノリコさんの古民家（渡部
製作所ときがわ支部）で、比企起業大学21秋「卒業式」を実施
しました。

半年間、比企起業大学で学んだ7名の方が卒業。比企起業
大学21秋は一旦終わりますが、「小さく始めて、大きくせずに、
長く続ける」起業の旅は、これからが本番です。共に進んでいき
ましょう！

比企起業大学22春メンバーは、現時点で６名の予定です。新
しい仲間との交流の機会を、これから作っていきたいですね！

【イベント情報】
第３７回「本屋ときがわ町」を開催します！
日時：2022年4月17日（日）10時～15時
場所：起業支援施設ioffice（ときがわ町役場本庁舎前）

毎月第３日曜日は、「本屋ときがわ町」！
・出店者も、募集中！（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。



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４９号で活動を報告します。お楽しみに！ (編集：風間ユカ)

おわりに

◎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。

◎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）

ローカルメディア「比企のコト。」vol.1
はじめまして！比企起業塾3期生（現比企起業大学大学院）風間ユカです。地域の魅力を発信するローカルライ

ターとして活動しています。ローカルメディア「比企のコト。」を運営し、比企地域のディープなモノ、ヒト、ス

ポット、歴史などをネット上で紹介。また、比企起業大学コラボティブ施設の鳩山町コミュニティ・マルシェでコー

ディネーターとしても働いています。こちらのコーナーでは、「比企のコト。」で掲載している内容を少しだけご紹

介します。

ときがわ自然塾スペシャル「石破茂さんの講演会＆パネルディスカッション」
を開催しました。
2022年3月12日（土）11時～13時、第13回「ときがわ自然塾」スペシャルを、トカイナカハウス神山さんとの共催で、開催しました。
＝＝＝

比企起業塾（現比企起業大学大学院）卒業生インタビューvol.1
ドレイパー愛さん

−簡単に自己紹介をお願いします！
自動車関係のエンジニアや翻訳の仕事をした後、寄居の動物のいる農家さんへ

研修をさせてもらっていました。
3年前ときがわ町へ移住し、現在、ヤギ7頭（まもなく8頭目が産まれます！）とニワ

トリ14羽、うずら1羽と仲良く暮らしています。
「動物を飼い、その糞を使って堆肥とし、畑で野菜を育て、その恵みをいただく。動
物と人間、作物・・循環して、つながっていることを伝えていきたい」
動物たちと暮らし、そんな風に強く思うようになりました。
−なぜ比企起業塾（現比企起業大学大学院）に入ろうと思ったのですか？

ずっと「自分の好きなことで起業したい」と思っていました。以前、オーストラリアに
ワーキングホリデーに行っていたことがあって、そこで孤児となってしまった野生動
物のお世話をする活動に携わらせて頂いたんです。レスキューされてきた野生動
物をボランティアの人が保護して、その後、野生に帰らせる活動なんですが、その
活動にすごく心打たれて・・。オーストラリアに移住して、その活動することが夢と
なったのですが、ビザ等の関係で残念ながら定住することができませんでした。

それでも、「動物と暮らす」という夢は諦めきれず、何か日本でできることはない
か？と思い、入塾を決意しました。

特別講座「マツダミヒロさんとの対談会」を実施しました。
2022年3月23日（水）19時30分～20時30分＠Zoomで、比企起業大学 特別講座 マツダ

ミヒロさんとの対談会「先輩起業家の失敗談から学ぶ！子育て世代が、地域で起業する際に、
陥りがちな罠とは？」を開催しました。

○対談会内容（関根のメモ抜粋）
・得意で勝負する。
・5年前にシリコンバレーにインターンに行った。夕方6時、土日には誰もいない。
家族の時間を大事にしている。それがグローバルスタンダード。

＜第1部＞11:00～
石破茂講演会「この国の再生は地方から〜地方創生を国民運動へ」
＜第2部＞12:00～
パネルディスカッション「地方の自立を語ろう」
【パネリスト】
松村豪太さん（宮城県石巻市リボーンアートフェスティバル事務局長、石巻2.0代表）
山崎 寿樹さん（ときがわ町株式会社温泉道場代表）
水嶋智さん（国土交通省前鉄道局長、現整備新幹線担当）

・ビジネス=価値の提供 誰にどんな価値を提供しているのか。
・「魔法の質問」には飽きない。なぜなら「出汁（だし）」みたいなものだから。色々組み合わせられる。
・コミュニティに「参加」するよりも「主催」する。主催することで「総合力」が養われる。主催力がある人はコミュニティ力が身に着く。
・「何のためにビジネスをするのか？」という問いは「答えを出してはいけないが、問い続けないといけない」問いである。
・ミヒロさんから、地域でのミニ起業家への魔法の質問 「あなたの町の宝は何ですか？」

○石破茂さん講演内容（関根のメモ抜粋）
・列島改造、田園都市、ふるさと創生等は、素晴らしいが「できたらいいな」の発想。経済がの
びてた時代の考え方。
・日本最大の課題は、急激な人口減。
・女性に、家事、育児、介護の負担がかかっている。
・一番結婚して、一番子供が生まれない東京に、若い人が集まってきている。
・コロナのせいで、婚姻率が最低。顔が見えない、距離もおかれた。里帰り出産が無くなった。
・地方には、地方の文化、経済、教育がある。
・住民しか分からない。温泉のお湯を自動販売機で売っているのは、ときがわ町だけ。
・「おーいお茶」のロケ地が、三波渓谷。
・新しい日本を、地域から作っていく。
●講演会終了後、起業支援施設iofficeにて懇親会を実施。

2017年にスタートした比企起業塾。その後、比企起業大学・大学院へと進化を遂げ、卒業生は2022年3月現在35名となりました。
このコーナーでは、卒業生の声とその後の活動内容をお届けします。

−比企起業塾（現比企起業大学大学院）に、入っ
てよかったことは？

たくさんの人とつながれたことです。ときがわ町
産木材の製材や販路拡大の活動をしている、同
期の山なおさん。飼っているヤギ達のフェンスを
作る時に、木材調達の手助けをしてくれました。

「比企のコト。」ホームページはこちら！→
https://hikinokoto.com

●上岡観音の絵馬市に行ってきました！

埼玉県東松山市にある上岡観音。もうすぐ熊谷市というところ
にあるこのお寺は、古来より「馬」の信仰を集めた場所でした。

こちらで2/19に、開催されているのが絵馬市です。当日は、一
つ一つ手書きされた、たくさんの絵馬が売られていました。近隣
の乗馬クラブ等の方々が、愛馬を連れて参拝する姿も。

自分の所有する馬と似ている絵が描かれた絵馬を購入すると
よいとされ、購入した絵馬は、馬舎のところに飾っておくと、馬を
守ってくれると言われています。

◎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@小川町か伐゙採し、山なおさん@ときかわ゙町が製材し、

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/1m³、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 「山と水フロ゚ジェクト」運営 山口 直

「山と水プロジェ
クト」運営

QRコード →

ホームセンターなどの木材は腐食防止のための薬剤が使用されていて、外国産のも
のがほとんど。でも、山なおさんの木材は町内の木を用いた、防腐剤などもついていな
いものです。ときがわ町のものを町内で使い、いずれはときがわ町の土に戻る。私が伝
えたい命の循環の和の中にぴったりでした。

また、比企起業塾（現比企起業大学大学院）を通じて知り合った方から、ヤギを飼って
いる人を紹介してもらえました。その方とは、今に至るまで、ヤギの出産時など大変お世
話になっています。
−現在は、どのような活動をしていますか？

知り合いを中心に、６ヶ月コースの牧場体験をしてもらっています。動物小屋の掃除の
ほか、畑に鶏糞をまいたり、野菜を育てたり、草むしりしたり・・牧場に関するあらゆること
をして頂きます。牧場の体験を通して、動物や人間、自然がつながっていることを伝え
ていきたいですね。


