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（2022年9月11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 

比企起業大学２２秋生を募集中！

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

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.６
比企起業大学２１春 今永 真弓さん

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春の今永真弓さんです。

比企起業大学大学院2期生の菅沼朋香
さんに、お裁縫を教えていたんです。そこ
で、比企起業大学の話を聞いて……。でも
まだ、その時は開業をしておらず、入学ま
でには至りませんでした。

その後、お菓子の事業で開業。菅沼さん
の営む喫茶店、「ニュー喫茶幻」に行った

−今後は、どのような活動をしていきたいですか？
今は、委託販売やオーダー注文がメインですが、いずれは自

分の「小さなお店と工房」を持ちたいなと考えています。自分の商
品を並べ、オーダーのあったケーキの受け渡してもできる、そん
なお店がいいですね。

欲を言うと「モーニング営業」として、サンドイッチやスープなど
の朝食を出すカフェもしたい。昼間は、そこで「お裁縫カフェ」もし
て、手芸好きが集う憩いの場にもしたいと考えています。

−自己紹介をお願いします！
東京都江戸川区出身です。7年前

に鳩山町に移住し、「Putney Bake」と
して、マカロンやケーキなどのお菓子
を作っています。

以前は、お菓子ではなく衣装関係
のお仕事をしていました。高校卒業
後、スタイリストアシスタントとして、ス
テージや雑誌撮影の衣装担当をし、
25歳のときに、ファッションの勉強を
しにロンドンへ留学！

普段あまり読まなかったビジネス本を
読むきっかけになりましたね。あと、入
学したことによって、地域の人とのつな
がりが増えたり、比企起業大学の同期
や先輩など相談できる人ができたりしま
した。特に、同期の人たちは、相談する
とまるで自分ごとのように本気で考えて
くれて……。濃厚な回答が返ってくると

現在、マカロンやシフォンケーキ、トライフル
などを以下のお店に出品しています。

現在、比企起業大学では、22秋生を募集しています。地域での起業を考えている方、今の働き方に疑問を持っている方、この
秋、一歩を踏み出しませんか？ご応募、お待ちしています！

・対象：起業について真剣に学びたい人
（高校生、大学生、会社員、専業主婦、

新規事業を検討する既存事業者等）
・人数：定員 12名
・目的：地域での起業の仕方を学ぶ
・目標：修了時に、起業家マインドを獲得
・期間：秋学期10月～2月（5ヶ月間）
・方法：ネットを活用した自己学習と

月1回2時間のZoom意見交換会
・学費：一人 6万円＋税 （特別講座・リアル講座は別料金）
特長：

・比企地域での起業に特化
・年収300万～1,000万円規模のミニ起業家育成が専門

（成長志向のスタートアップや多店舗展開の支援は不可）
・人材育成の専門家が直接指導

（講師は、関根・風間・林の3名態勢）

入学希望者は、右の「比企起業大学」ウェブサイト
から、入学診断テストをお受け下さい。

比 企 起 業大 学 とは ？
→ 起 業 家マ イ ンド を 身につ け る 、学 び のコ ミ ュニティ

比 企 起 業大 学 のカ リ キュラ ム の 内容 は ？
→ 自 己 学習 と 協調 学 習を 1ヶ 月 に 1回実 施 。
半 年 間 のコ ー スで す 。

比企起業大学で目指すゴールは、起業家マインドを得ること。起業家マインドとは、
起業家の視点や考えを身につけ、自分で考え決断することを習慣化することです。

起業家と従業員では、そもそもマインド・考え方が違います。起業家マインドを得るこ
とにより、実際の起業および事業継続の可能性が高まります。

ど ん な 人に オ スス メ ？
→✔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 の３ つ の理念 と は？
→■小さく始めて、大きくせずに、長く続ける
■長く続けるために、「自分の健康」「家族との時間」「仲間との協働」を重視
■従業員は雇わず、自分の力と仲間との協働で仕事を遂行

比企起業大学では、正社員として働いているがモヤモヤしている方や小さい子を育
てながら自分のやりたいことを試行錯誤している方など、様々な方がいらっしゃいます。
自分の人生を見つめ直すきっかけの一歩を、一緒に踏み出しませんか？

個人という「弱者」が起業し、長く続けるには、大企業という「強者」とは異なった戦略が必要です。
比企起業大学では、絞り込みを重視したランチェスター戦略という、狭い領域で、No.1を目指す方法
を学びます。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。

課題図書の読書やワークシート提出などの自己学習と、オンライン
で行う協調学習で構成されています。課題図書の読書とワークシー
トを通して、自分を見つめ直して頂き、それを元にオンラインで仲間
や講師と一緒にディスカッションを行います。課題図書は、多読の総
長関根が厳選した非常に役立つものばかり。ワークシートも、講師が
作成したオリジナルのものです。

比企起業大学の申込について

その時滞在していた、パットニーという土地がすごくステキで、
お店の名前にもしちゃいました。2年のイギリス留学から帰国した
後も、ミュージシャンやテーマパークの衣装を作っている会社で
働いたり、フリーランスとして衣装関係の仕事をしたりしていまし
たが、結構重労働で……。働き方を見直し、もともとお菓子作りも
好きだったので、ケーキ屋さんでパートを始めました。自分で
作ったお菓子を、友人にあげていたら「売り物にできるよ！」って
言ってもらえて！そんな時、鳩山町コミュニティ・マルシェがオー
プン。自分のお菓子を出すようになりました。

ときに、比企起業大学総長の関根さんがい
らっしゃったんです。関根さんのことは知って
いたのですが、ビジネスを教えている方なので
「お堅い人なのかな」と思っていました。でも、
実際にお話ししたらすごくフレンドリーで、しか
もその場でケーキをオーダーしてくださったん
です！後日、起業相談もさせて頂き、講師の
風間さんともお話ししました。この方々から、
もっとビジネスについて学びたいなと思い入学
しました。

−なぜ比企起業大学に入ろうと思ったのですか？
−Putney Bakeのお菓子はどこで買えますか？

があります笑。皆、やっていることが様々だから、思いもよらない
アイディアを出してくれるのが、ありがたいですね。

・鳩山町コミュニティ・マルシェ
・鳩山農産物直売所
・上熊井農産物直売所

ケーキのオーダーも承っています。誕生
日やクリスマスなどの記念日、イベントに
いかがですか？ご注文は、
putney.bake@gmail.comまでメールでお待
ちしています。

−比企起業大学大学に、入ってよかったことは？

最近、オンラインショップも始動！サイト制作
は、比企起業大学卒のeruca（https://eruca-
ja.com） に依頼。アイディアやアドバイスを頂い
た上に、戦略まで考えてくれました！
shop.putney-bake.com

講 師 ・ 風間 よ りメ ッ セージ

私は、2018年に比企起業大学の前身となる比企起業塾
(第2期)に参加した後、2020年 3月に14年間務めた市役所
を退職し、個人事業主になりました。 

比企起業塾に入塾中は、一人で「どうしよう」と悩んでモヤ
モヤするよりも、「こんなことをしたらいいんじゃないか」と仲
間と相談し、応援し合える関係が、「夢」ややりたいことを加
速させてくれるのを実感しました。 何よりも自分の事業につ
いて考え、行動することが楽しくなります。講師という立場で
はありますが、「教える・教わる」という関係ではなく、「共に
学び合う」をモッ トーに私
自身も学び続けます!皆
様のご参加を、心よりお待
ちしております。

まなびしごとLAB
一般社団法人ときがわ社中
風間崇志



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54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.3 トキノキオク舎のロゴを作成中！

◎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４２回「本屋ときがわ町」を開催します！
日時：2022年9月18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４１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
（２）雑本のFull本屋＆民俗学ノユーク」
（３）本屋ときがわ町 ioffice店

●植物の不思議、藍の生葉染め体験＠ながけいさん
（比企起業大学22春）

循環型クリエイティブディレクターのながけいさんの、「藍の生
葉染め体験」を開催しました！子どもから大人まで、夢中で作
業をし、キレイに染まったオリジナルハンカチに感動！

●「本屋ときがわ町」に来てくれた人をご紹介！
・Siさん＠毛呂山：「売っていいよ」とビジネス本や歴史本を持っ
て来て下さいました。
・農家民宿らくやの金子さん：「ここは、選書されているから、良
い本があるんですよね」とおっしゃってくださいました。
・れいちゃん(比企起業大学22春)：来月の本屋ときがわ町では
「英語ゲーム」を使ったワークショップを開催予定！
・Siさん＠坂戸市：「ときがわカンパニー通信」を見て、生藍染め
ワークショップに申し込み！
・ノリコ師匠(比企起業大学21春)：金子さんから、起業に関して
色々アドバイスを受けてました！
・なぎーら（比企起業大学22春）：藍染のワークショップに参加！
・よしきさん（比企起業大学21秋）：鉄板の胸板ネタ！
・Saさんご夫婦：ほぼ毎月NONIWAに！ときがわ町への移住を
検討中。
・ちはるふぁーむの飯島紘一さん：金子さんと農業談義！

2022年8月21日（日）第41回「本屋ときがわ町」を開催しました。雲も広がっていたのですが、雨も降らず無事にワークショップも
開催できました！

本屋ときがわ町の
詳細はコチラ→

こんにちは！比企起業大学大学院3期生の風間ユカです。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！
 現在、トキノキオク舎のロゴを作成しています。比企起業大学大学院1期生でもあり、アートディレクターの久保田ナ
オさん（「やわらかく」代表）に、デザインを依頼。これまで、3回の熱い打ち合わせを行い、私の曖昧でつかみどこ
ろのない世界観を懸命に表現しようとしてくれています。（ナオさんありがとうございます！）

ロゴを作ることは、長年の夢でもありました。デザインは、絶対に久
保田ナオさんに依頼しようと思っていたので、今回実現できて本当
に嬉しいです。ナオさんは、私の民俗ツアーにも参加していただい
たこともあり、私のディープな世界観もよくご存知。それでも、打ち合
わせは、毎回、丁寧にじっくりと私の希望や話を聞いてくれるので、
信頼できる比企起業大学の先輩でもあります。

実は、ロゴ以外にもオリジナル手ぬぐいのデザインもお願いしてい
るんです。フセギ（村の中に疫病などの災いが入ってこないよう、村
境に立てる結界）やダルマ、ミミズク（疫病除け）など、私の大好きな
風習やモノがたくさん入ったおもちゃ箱のようなデザインをお願いし
ているのですが……、ナオさんのやわらかいタッチのデザインで、め
ちゃめちゃかわいく仕上がっております！

完成間近！また、こちらでお知らせします。
（トキノキオク舎 風間ユカ）

比企起業大学２２春「８月ゼミ」を開講しました。
2022年8月26日（金）18時～20時、比企起業大学22春「8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。22春は、これが最後のゼミとなります！

●なぎーら
・イベント「かたり場 凪」開催。移住について
話せた。
・オンライン英会話を、やってみた。
・来月から3か月間、マルシェでイベントを継続
して実施する予定。語り場 凪の続編。テーマ
を毎月変える。鳩山の高齢者や子供がつなが
る場所にできたら。
・移住者同士のコミュニティを創れたら。移住
者はそれぞれでコミュニティがあるのかも。

●あんずさん
・7月から子供達向けの劇団による演劇ワー
クショップを開催。全10回。
・LGBT向けの雑誌への寄稿依頼があっ
た。「絵本で学ぶ性の権利と多様性」
・障碍者施設で、どうやってクッキーが作ら
れているかを動画で紹介。埼玉県の10か所
を回って、1～2分の動画を作る。
・8/23いきいき100年体操の講師に。周りは
年長者。10月まで続く予定。

●原さん
・音楽と数学に没頭していた8月。作
詞すると、自分のやりたいことが、言
葉になる。
・Study ship の歌。妻と協働して。
・ベイビーステップとして言ったから、
やらないと気持ち悪いくらいに。良い
きっかけになった。

●まこっちゃん
・現在、就職活動中。
・「地理学をどう活かせるか？」
→ 地理学は、地域に関わる全てのことを知ら
ないといけない学問。地域の特徴、人の流
れ。他の地域と比較しながら見ていく。
・資源は、人、物理的な観光スポット、歴史的
資源、目に見えない文化も含まれる。
・今住んでいる嵐山町を中心に、今後も考え
ていきたい。

●ずこちさん
・商工会議所に相談に行ったら「講演会の
企画書」を出すことに。大病をし、一回社会
からドロップアウトした人の工夫や4時間しか
机に向かえないことの話。
・熊谷のピンクリボン（乳がん）の協会の方
から連絡。ガンになって「もう終わり」とならな
いよう。
・9月11日に、SNS講座を開催予定。

●Metal Magicリバティーの小林さんが、ときがわ町起業支援
施設「有料起業ラウンジ」の看板を作って下さいました！

重厚で、とっても素敵！更に、キャンプで使う可愛い蚊取り線
香ホルダーも持って来て下さいました。「移動絵本屋てくてく」の
小原さんの所で、１つ2,000円で購入できます。

●「移動絵本屋てくてく」小原さんによる「耳つぼ」も！


