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（2022年8月14日配布予定）

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

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 

●なぎーら
・美容師の伊藤さんが、投げ銭システム
で、皆の髪を切ってくれるというイベント
を8/20に開催予定。得意なものをシェ
アする場に。
・日高のサポーターの活動が、7月に始
動。グループでの活動はこれから。
・日高も、空き家が増えている。人が集
まる場所や観光地がない。盛り上げる
場としての「CAWAZ base」。
・英語を喋れる人をつなぐコミュニティと
して「英会話酒場」をしたい。

「小商（こあきない）をはじめよう！フリーランス交流
DA Y」の中で、「地域でのミニ起業のはじめ方～比企起業
大学活動紹介～」を行います！

比企起業大学２２春「７月ゼミ」を開講しました。

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
9月4日（日）に鳩山町コミュニティ・マルシェで「小商をはじめよう！フリーランス交流DAY」 が行われます。その中で「地域でのミ

ニ起業のはじめ方～比企起業大学活動紹介～」を開催！地域で小さく起業してみたい方は、この機会に是非、総長の私や講師
陣に会いに来てください！なんと、その日は「フリーランスランチ交流会」や、比企起業大学院2期卒業の菅沼朋香さんによる「ラン
チェスター」のミュージックビデオ上映会やミニライブもあります！参加ご希望の方は、希望枠の担当宛にメールでお名前と人数を
お知らせください。

2022年7月22日（金）18時～20時、比企起業大学22春「7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、6名の学部生の内、5名が参加しました。

●あんずさん
・木曜日の2時間だけ、カフェに行って、御用
聞きをしている。ポップを変えただけで、人が
流れてくる。
・小さい1位を獲得するために、御用聞きをして
いる。
・クリスタルボウル（CB）を福祉研修とかけたら
面白い。CBを入れた後、軸となるワーク。

●原さん
・7月はワイン講座を実施。
・動画作成。字幕、色合い、時間はか
かるが、面白い。作ることが、楽しい。
・作りながら見えてくる。新しいものがで
きてくる。それが比企起業大学の意味
合い。
・一人で学ぶのも楽しいけど、人が成
長している瞬間を見るのが楽しい。
・具体的な目標もありつつ、人生の喜
びに向かって行くための舞台づくり。

比企起業大学・比企起業大学大学院 卒業生インタビューvol.５
比企起業大学２１秋 長縄 恵子さん

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。今回は、比企起業大学２１秋の長縄恵子さんです。

−なぜ比企起業大学に入ろうと思ったのですか？
毛呂山町に移住してきた時、近隣に移住者も少なく、地域の

方との出会いや交流がなかったんです。どうしたらよいのか悩ん
でいる時、ニュー喫茶幻という移住者が集う喫茶店が鳩山町に
あることを知りました。

地域資源を使った草木染めは、継
続してやっていきたいです。先日、
京都の某企業様からの依頼で「京
野菜」の端材を使った染め物のアド
バイスをさせて頂きました。最近は、
企業もSDGsの関係で「再生」を意識
した活動を行うようになってきていま
す。それが企業イメージともつな
がってくるんですね。

そして、「誰がどのような想いと経

−自己紹介をお願いします！
出身は愛知県です。7 年前

に毛呂山町に移住しました。
地域と循環をテーマに、「循環
型クリ エイティブディレクター」
として活動中。咲き終えた花や
剪定した梅・ゆずの葉や枝、草
刈り して出た雑草などを利用
し、草木染めをしています。 

−比企起業大学大学に、入ってよかったことは？
比企起業大学の講義は、難しいビジネス戦略ではなく、自分

のことを掘り起こすプラン中心で、自分を深く知るいい機会とな
りました。

また、いつでも相談できる講師や先輩、同期の方々との出会
いも大きかったです。病気の療養中という、人生の中でも弱って
いる時に、皆からエネルギーをもらいました。「これでいいんだ」
と、前に進めるよう背中を押してもらいましたね。

−植物の不思議、藍の生葉染め体験のお知らせ
次回の本屋ときがわ町の中で、藍の生葉染め体験を行いま

す!地域で育った藍を使って、布を染めます。この時期にしか出
現しないあおいろの世界を楽しみましょう！

日時：8月21日（日）11：00〜
場所：起業支援施設ioffice

（ときがわ町役場第一庁舎前）
参加料：500円
定員：6名

①フリーランスランチ交流会
比企地域などで活動するフリーランス同士の交流会です。近

隣で活動するフリーランスの方々、この機会に是非「身近なつ
ながり」を作ってみませんか？

実 は、15歳から音楽業界に入り、30歳くらいまでミュージック
エンジニアとして仕事をしていました。でも、そこは売上主義の
世界。徐々に管理系の仕事も増えていき、クリエイティブな仕事
ができなくなっていきました。

モヤモヤがつのる中、福祉施設で音楽関係のボランティアを
する機会がありました。そこで「ありがとう、よかったよ」って言っ
てもらえて、「あぁ、音楽でも生産性じゃないこういう世界もある
んだ」ということを知ったんです。

そこで、福祉系の資格を取得しようと、社会福祉を学べる大学
に28歳で入学！2年後には、福祉の先進国スウェーデンに留
学しました。現地では、子供から大人まで、ゴミの分別や最後ま
で物を使うなど、当たり前のように循環活動が行われていたの
を目の当たりにして……。そこでの体験が、今の活動へとつな
がる大きなきっかけとなりました。

そちらへ伺った時に、移住者だけではな
く、比企起業大学の方々と出会いがありま
した。でも、その時、ちょうど家族の介護が
あって……。後に、今度は、自分の病気や
手術もあり、療養しなきゃいけなくなってし
まったのですが、心身のリハビリだと思い、
この時期を生かして、ビジネスについて学
び直したいと入学を決めました。

緯で、その商品を作っているのか」ということが、商品を買う理由
として重要になっているのも感じます。

他にも、地域企業様の企業価値を上げるためのしかけ作りの
お手伝いなどもさせて頂いています。今後も、プレイヤーという
よりマネジメントする立場として、地域がワクワク、元気になれる
ようなしくみ作りをしていきたいですね。

−今後は、どのような活動をしていきたいですか？

②ランチェスターMV上映会＆ミニライブ
菅沼朋香さん作詞作曲の歌「ランチェスター」のミュージックビ

デオがついに完成！当日は、映像の上映と、本人による生歌が
披露されます。MVには、なんと総長や講師陣の姿も…！？

時間：14：30〜15：30
参加費：無料
場所：鳩山町コミュニティ・マルシェ
申込方法：kazaman1157@gmail.com
（担当：風間） 

※「ランチェスター戦略」とは？
ランチェスター戦略とは「絞り込み」を重視した戦略論

です。大企業のような「強者」に対し、中小零細企業や
個人事業主という「弱者」が「狭い領域」で、No.1を目指
す方法を教えてくれます。比企起業大学・大学院は、
この考え方を基にカリキュラムを構成し、講師陣が
指導をしています。総長の関根自身も、
ランチェスター戦略を実践することで
「小さな1位」を獲得し事業を継続しています。

時間：11:30〜12:30
参加費：1000円（ランチ代込）
場所：鳩山町コミュニティ・マルシェ
申込：suganumatomoka@gmail.com 
（担当：菅沼）9/2(金)12:00締切

③地域でのミニ起業のはじめ方～比企起業大学活動紹介～
比企起業大学で学べる「ミニ起業」について、総長関根や講師よりお

話しさせていただきます。入学を検討している方も是非！

時間：13:00〜14:20
参加費：500円
（PutneyBakeマカロン＋ドリンク付）
場所：鳩山町コミュニティ・マルシェ
申込：suganumatomoka@gmail.com 
（担当：菅沼）

●れいちゃん
・英会話教室が具体的になってきた。
・海外にいたので、言語だけでなく、文
化や環境も教えられる教室になればい
いな。
・自分のイメージとして固まってきた。で
も、イメージ、理想が先走ってしまって、
どう利益を出せばよいか？が課題。
・姪っ子にＢＢカードを使ってやってみた
が、収集がつかなくなったのが課題。何
回かやってみないといけないと感じた。

●ずこちさん
・7月16日に出版コンペがあった。1月の
乳がんの本はダメだった。
・出版コンペで3社から声がかかった。
企画会議にかけてもらっている。今年や
りとげたい。
・「誰でも描けるお絵描き動画」をつくり
たい。1分のお絵描き動画。
・絵は、自分も他人も幸せにできる。
・イラストの先生としてビッグになりたい。

＜ 小 商 （こ あ きな い ）をは じ めよう ！ フリ ー ランス 交流 D A Y ＞



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53号で活動を報告します。お楽しみに！ (編集：トキノキオク舎 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）

トキノキオク舎通信vol.2 富士塚ワークショップを開催しました！

比企起業大学における「ミニ起業家」とは？

私たちは、年収300万～1000万円ぐらいを「ミニ起業家」と呼んでいます。
『2016年版 小規模企業白書 中小企業庁編』では、このレベルのミニ起業家を「フ

リーランス」として紹介しています。例えば目安ですが、
・独立1年目は、月25万円の稼ぎを目標に、年間売上300万円。
・独立2年目は、月50万円の稼ぎを目標に、年間売上600万円。
・独立3年目に、月80万円～の稼ぎで、年間売上1000万円が目標。
その後は、年間売上1000万円をコンスタントに目指します。

◎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Ok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。 
ときがわ材の販促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) ・丸太をご希望サイスに゙製材します(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」ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ」運営 
QRコード →

【イベント情報】
第４１回「本屋ときがわ町」を開催します！
日時：2022年8月21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。

第４０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＠ときがわ町
「大人にオススメの絵本も取り揃えています！」
（２）雑本のFull本屋＆民俗学ノユーク：風間さん夫妻＠坂戸市
「ビジネス本や小説、雑誌などいろんな本あります！」
（３）本屋ときがわ町 ioffice店。イブキ達が作ってくれた木製本棚
に入った「しるし士本」。起業、経営、地域、に関する本が中心。

●金井さんによる「笑い文字」
その方の名前の由来を聞いて、笑い文字を描いてくださいま

した。本人や家族の名前など、いろんな文字を「笑い」を含んだ
かわいらしい文字に大変身！

●「本屋ときがわ町」に来てくれた人をご紹介！
・渡辺町長：お忙しい中、いつもありがとうございます！
・神山さんご家族：笑い文字を書いてもらって、子どもたちも大喜
び。
・嵐山町からのご家族：皆さん、本好きとのこと！
・お隣のご家族：ご家族の笑い文字を書いてもらっていました！
・カメラマンのSaさん：最近ときがわ町に越してきて下さり、お子さ
んは、萩小に入学されたそう！
・とし姉（比企起業大学22秋）と娘さん：娘さんが、町長にスタン
ディングデスクについてインタビュー。
・ノリコさん（比企起業大学22春）：椚平の女性専用 静かなキャ
ンプ場オープンについて町長に報告！
・小林さん：ハンバーガーの試作品を持ってきてくださいました。
おいしかったです！
・「お金のはなし」鈴木さん：奥様と一緒に、宇都宮から。比企起
業大学 特別講座「ミニ起業家×お金の話」をまたぜひ！
・高橋さんご夫婦：講座に参加しに来てくれました！
・愛さん（比企起業大学院3期）：ユカさんの講座に参加！
・岡野さん：富士塚の講座に来てくださいました！
・イブキ＆ミサトのカップル：しるし士本を購入くださいました。あ
りがとう！この二人も仲良さそうで素敵です
・よしきさん（比企起業大学21秋）：講座に参加してくださいまし
た！片付けも手伝っていただき、ありがとうございます。

2022年7月19日（日）第40回「本屋ときがわ町」を開催しました。雨の続く日々の中の、貴重な晴れ間が覗く、お出かけ日和な日
の開催となり、たくさんの方が来てくださいました！

感覚知ですが、年間売上1000万円までは、1人で稼げますが、それ以上になってく
ると、他の人の力を借りる外注が増えてくると思います。
・年収300万円以上～1000万円未満の場合、徐々に「中規模事業者と大企業からの
仕事」が増えている。
・年収1000万円以上の場合、「大企業からの仕事」が、約１／４。
つまり「ミニ起業家」として、年収300万円以上～1000万円を目指すなら、優良な「顧
客」を増やす必要があるということです。

比企起業大学では、年収300万円～1000万円を目指すミニ起業家達に、少しでも
その「考え方」「やり方」を教えたいと考えています。

本屋ときがわ町の
詳細はコチラ→

こんにちは！比企起業塾3期生（現比企起業大学大学院）の風間ユカです。トキノキオク舎として、比企地域に残る
小さな伝統行事や風習を、楽しく、分かりやすく、伝える活動を展開中！今回は、第40回本屋ときがわ町の中で、富士
塚のワークショップを行いました。当日は、14人もの方にご参加いただき、嬉しい限りです！

「自分ひとりでも、富士塚が見つけられるようになる！」
関東を中心に約1,000基もある富士塚。その富士塚を、ワー

クショップ終了後は、自分ひとりでも見つけられるようになるこ
とがミッションです。

当日は、まず富士講について簡単にお話しした後、富士塚
の説明をしながら、参加者の皆さんに富士塚の構造の「要
素」となる部分を、富士山が描かれた紙に置いていただきま
した。

その後には、ときがわカンパニー代表の関根さんが、ほぼ
毎日登っているという、ときがわ町仙元山にある富士塚の解
説。「いろいろ謎が解けて、すっきりしました！」と、大興奮し
てくれた関根さん。喜んでもらえてなによりです！

比企起業大学では、地域における「ミニ起業家」を育てるべく、カリキュラムを組んでいます。大学では、「起業家マインド」を身に
つけるべく、ワークシートを使った自身の振り返りやできることの掘り起こしに加え、月イチのゼミ（オンライン）を行います。ここで
は、比企起業大学での「ミニ起業家」とは、どのようなものなのかご紹介します。

これからも、皆様にとって身近な風習を楽しく
伝えていく活動をしていきます！

（トキノキオク舎 風間ユカ）


