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（2022年10月9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 

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.７
比企起業大学大学院２期 菅沼 朋香さん

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9月現在41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、比企起業大学大学院2期の菅沼智香さんです。

きっかけは、ときがわカンパ
ニーさんが5年前に開催した「比
企の起業家巡りツアー」です。
そこで、比企起業大学大学院1
期の久保田ナオさんに出会いま
した。当時、ニュー喫茶幻を
オープンするにあたってのクラ
ウドファンディングをしてたので
すが、ナオさんや関根さんも支
援してくださったんです。

−今後は、どのような活動をしていきたいですか？
現在、昭和レトロYouTuberとして、ファッションや生活、雑貨な

どを紹介する動画を配信しています。目指しているのは、昭和レ
トロ好きが集まるオンラインコミュニティを作ること。定期的にイベ
ントも開催し、積極的にコミュニケーションを図っていきたいで
す。そんな、コミュニティを形成していくプロセスも大切にしていき
たいですね。

−自己紹介をお願いします！
愛知県豊田市出身です。名古屋

の芸術大学で洋画やデザインを学
んでいました。卒業後は、広告代理
店の営業職として働いていたのです
が、売上重視の方針にだんだん心
身ともについていけなくなっちゃって
……。そんな時、「昭和レトロ」に出
会ったんです。レトロなカフェ巡りな
どをして、元気をもらいました。

仲間ができたことです。同じ
釜の飯を食う仲間というか、学
校卒業して以来のクラスメイトっ
て感じかな。

あと、ビジネス本を読んだこと
ですね。ビジネス本を読書する
ことにより、美術表現も広がった
し、これから自分が仕事をして

−なぜ比企起業大学に入ろうと思ったのですか？

−空家スイーツプロジェクトについて

−比企起業大学大学に、入ってよかったことは？

−是非、菅沼さんの動画を見てみたいです！

その後、転職し、卒業した大学で助手をすると同時にスナック
のバイトも経験。そこは、昭和歌謡が流れる昭和な内装で、正
に「昭和」に囲まれてましたね。そして、助手をしながら昭和レト
ロをテーマにしたアート作品を制作したところ、なんと国際芸術
祭の愛知トリエンナーレに出展できることになったんです！そ
こでの経験がきっかけで、「もっと勉強しなきゃ！」と思い、東京
藝術大学大学院へ進学を決意しました。大学院では、現代美
術を専攻し、迎えた卒業制作展。そこで出会った藤村先生に、
「鳩山町コミュニティ・マルシェで働かないか」と声をかけて頂
き、鳩山町に移住しました。現在は、現代美術アーティストに加
えて、昭和レトロを発信するYouTuberとしても活動しています。

あと、これまで屋台や喫茶店を模したアート作品を作ってきた
のですが、お茶が飲めたり、おしゃべりしたり、普通の生活の中
で感じる美術作品を作りたいという願望があって。そんな自分の
アート活動をしていく中で、ビジネスを学ぶことにより、可能性が
広がるんじゃないかなと思い、入学をしました。

いく上で、どうしていったらよいのかと考えるのに影響を受けまし
た。課題本であるランチェスター戦略の本を読んだときは、衝撃
的で……ランチェスターの歌まで作ってしまいました。

比企起業大学大学院がきっかけで、
「空家スイーツ」という商品を作りまし
た。鳩山ニュータウンの空き家等の庭
に実っている果物を使用したロシア
ケーキです。空家スイーツは”庭のあ
る生活の豊かさ”を伝えるアートプロ
ジェクトでもあります。鳩山町コミュニ
ティ・マルシェで購入できるほか、通
信販売でもお買い求めできます！

空家スイーツ
通販サイト

菅沼さんのYouTube
チャンネルはコチラ！

「菅沼朋香 / 
Tomoka Suganuma
【昭和レトロ
YouTuber】」

比企起業大学２２春メンバーの「卒業レポート」
４月から開校していた、比企起業大学２２春期コースが８月のゼミをもって終了しました。皆さん、半時間本当にお疲れ様でし

た！最後に、比企起業大学へのメッセージを提出してくれましたので、少し紹介させていただきます。

●なぎーら
半年間お世話になりました。 私は興味の

的を一つに絞るのが苦手で、これまでの課
題シートを見返しても一貫性がなく、まだ
正直迷っています。この半年間は周囲の
強い光に当てられて少し落ち込む時もあり
ました。 でも、商品づくりをもっと具体的に
深堀したくて2周目を始めたんです。 ちな
みに、今月のベイビーステップは 「周囲の
困っている人に自分の強みを活かして価
値提供する」 。今後ともよろしくお願いいた
します。 

●あんずさん
五か月間ありがとうございました。自分

の成果物がたくさんできたこと、そして、
これから仕事としてやっていく種をたくさ
ん見つけることができました。また講師の
方々の学び続ける姿が、「自分の前には
道はない。自分の後ろに道はできるんだ
な。人生なかなかおもしろいぞ！」と思わ
せてくれる大学です。感謝です。大学院
は来年度検討いたします。

●原さん
何よりも、関根さん、風間さん、林さんに

感謝したいです。多くの時間と労力を割い
て、比企起業大学を運営し継続していくの
は大変なことだと思います。講師の先生方
の熱いエネルギーが、この講座の大きなダ
イナモとなっているのは間違いありません。
そして、今後もこのすばらしい関係をつな
いでいけるのは、受講生にとっても大きな
喜びです。本当にありがとうございました。

●まこっちゃん
ご指導いただき、誠にありがとうございま

した。 私と比企起業大学の出会いは、起
業ではなく、地域や教育という観点がきっ
かけでしたので、珍しい切り口であったか
もしれません。 また、今後を悩んでいる中
で親身な相談やこの課程での学びによっ
て自分の進むべき道が見えてきました。こ
んなことを言って申し訳ありませんが、比
企起業大学で学んだ上で私は起業では
なく、公務員になることに決めました。 仕
事でも個人的にも地域と関わり、社会に
貢献したいと思っています。

●ずこちさん
大変お世話になりました。入学時の目

標はまだ果たせていませんが、やってみ
たいことはさせていただきました。そして、
そこからさらにやってみたいことが具体化
しました。 ベイビーステップを毎月決めた
ことで自分の成長も感じることができ、達
成感も得られました。 真面目な生徒とは
言えませんでしたが、いつも温かく迎えて
くださり、感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。

●れいちゃん
ゼミで皆様の活動や考えを聞いたり、話したりできたことが一番勉強になりました。

また、どのようなことで自分が小さな一位を獲得できるかや、自分が何に価値を感じ
ているか等について改めて考えることができました。毎回のゼミで、とても暖かく応援
してくださったり、アドバイスをいただけたこと感謝しています。これからも、関根さん
をはじめ皆様とつながっていけたらうれしいです。ありがとうございました。

比企起業大学２２秋「説明会」を実施しました。
2022年9月4日（日）14時30分～15時35分＠鳩山町コミュニティ・マルシェで、比企起業大学22秋「説明会」を実施しました。

マルシェで行われた「地域で小商をはじめよう！フリーランス交流DAY」の一環として、1時間頂戴しました。参加者は、14名。比企
起業大学の卒業生4名もオブザーブ参加してくれました。

●参加者の声
・女性が多い。皆さん、イキイキしている印象を受けた。
・これをやっていこうというのは自分はまだ決まってない。自分が知らない新たな道が発見
できるのではと思えた。
・比企エリアのつながりを感じた。うらやましくもあり、混ぜてもらいたい。
・起業し始めたが（カリキュラムを見て）自分がやってないことがいっぱいあることに気付い
た。
・2020年に起業した。家族と仕事で、時間が両立できない。制作にも時間がとれない。焦り
や迷いがあった。ただ、今日の話で、そういう時期もあると知り、割り切ってやることもできる
ことを知った。
・起業してからの不安が、相談相手がいないこと。アイデアをもらうなど、そういう方がいたら
いいなと。比企起業大学には、若い人が多い。難しいという課題本も読んでみたい。
・起業して、一人でやってきた。周りの人の意見を聞くという発想がなかった。
・好きなことや興味あることでお金にできたら楽しそう。
・知らなかった世界、視点が得られた。「起業してもしなくても」がいいなと思った。そういう
世界があると知っているだけでも、気の持ち方が違う。普段読まない本を読むというがよさ
そう。そういう所に身を置くことは大切だなと感じた。

「地域で小商をはじめよう！フリーランス交流DAY」では、比企起業大学大学院2期生の
菅沼さんが、ランチェスター戦略の曲を生演奏と共に歌ってくださいました。ミュージックビ
デオでは、私や講師陣も出演させて頂いています！

比企起業大学の説明会では、10月から始まる半年間の秋コースについて講師の風間さ
んより説明させて頂きました。



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55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.4 トキノキオク舎のロゴが遂に完成！

◎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４３回「本屋ときがわ町」を開催します！
日時：2022年10月16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４２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）れい＆ひろ＠池袋
（４）本屋ときがわ町 ioffice店

●英語カフェ「私のふるさとOregonについて英語で話そう!」＠
れいちゃん（比企起業大学22春）

れいちゃんが住んでいたアメリカ合衆国オレゴンの町の紹介
を通じて英語に親しむワークショップです。れいちゃん友人の
TristanさんとZoomでつなぎ、自己紹介をしたり、質問をしたりし
ました。夫のひろさんが、オレゴンのStumptown coffeeのコー
ヒーも淹れてくれました。

●「本屋ときがわ町」に来てくれた人をご紹介！
・Siさん＠毛呂山：前回は古本を、今回は差し入れを持ってきて
くださいました。ありがとうございます！
・Maさん＠千葉：匝瑳の高坂さんの所で、稲を育てているそうで
す！
・田中さん：しるし士本を買ってくださいました。ありがとうござい
ます！
・Kaさん＠さいたま市：あんずさんのお知り合い。表現ワーク
ショップでの演技がすごかったです！
・リエさん(比企起業大学大学院5期生)：お子さんを連れて、午
後の表現ワークショップに来てくださいました！
・トシ姉さん(比企起業大学大学21秋)：午後のワークショップに
参加してくださいました！
・Metal Magicリバティー小林さんの奥様：差し入れを持って来
て下さいました。いつもお気遣いありがとうございます。
・Oさん＠本郷：演劇の最後にオブザーブ参加してくださいまし
た！

2022年9月21日（日）第42回「本屋ときがわ町」を開催しました。台風迫る中、不安定なお天気でしたが、2本のイベントも開催
し、楽しく温かい雰囲気漂う場となりました。

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！
 トキノキオク舎のロゴが、遂に完成しました！アートディレクターの久保田ナオさん（比企起業大学大学院1期生）と
打ち合わせを重ねに重ね、私の妖しくて不思議な世界観を見事に表現していただきました。

中央にあるのは、県東部にある道切り行事の「大蛇」（疫病などの災厄が入ってこないように、村境に立て
る結界）をモチーフとしています。他にも、庚申塔や草鞋、絵馬、サイコロ、鳥居も入れました！。真ん中の

（トキノキオク舎 風間ユカ）

●プロの劇団員から学ぶ「表現ワークショップ」 ＠あんずさん
（比企起業大学22春）

宮沢賢治原作「セロ唄いのゴーシュ」を題材にした台本を使
い、日常の自分を切り離し、台本上の「役」を演じました。「演じ
る」ということを意図的行うことで、心を癒したり、内面的な成長
を促すのが、ドラマセラピーを使った、表現ワークショップです。
最後には、あんずさんのクリスタルボウル演奏会もあり、皆その
音色に心身ともにリラックスしていました。

●受講生のセミナーへの期待（学びたいこと・得たいこと）
・SNSを使ってのビジネスを学びたい。
・どんなキーワードを意識したらいいですか？文章の構成、プロフィールづくりのコツを教
えてください。集客が続く仕組みづくりを教えてください。
・認知⇒フォロー⇒ファン⇒購入（お客様）⇒リピートへの流れにつながる発信の仕方や
仕組みのつくり方を知りたい
・SNSをどう使い分けるのか、特に知りたいです

2022年9月11日（日）8時～10時、比企起業大学22春生 ずこちさんに講師をお願いし、「特別講座ＳＮＳ集客 基本のキ！」を
開講しました。10名の方にお申込み頂き、当日参加は5名、アーカイブ動画共有は5名でした。

●「ずこちさん」の自己紹介
・講座ビジネスを実施。
・塾講師20年以上。その後、乳がん
の治療を経験。家から出ず、PCと
ipadで仕事。
・家から出ずに、月50万～100万稼
ぐ。
・闘病中の人間でもビジネスができ
ることを、伝えたい。

●SNS集客キホンのキ！講座（抜粋して内容を紹介）
・SNS集客の流れ 知ってもらう→ファンになってもらう→信頼してもらう→購入してもらう。
・ファンは多くても、信頼されてない人もいる。
・知ってもらうために、ＳＮＳを使う。
・媒体には２種類ある。オープンメディア（ツイッター、ＦＢ、ブログ）とクローズドメディア（個
人情報を差し出してくれた人：メルマガ、LINE公式アカウント）
・オープンメディア：自分を知ってもらうための媒体、クローズドメディア：商品を知ってもら
うための媒体。
・クローズドメディア（メルマガ、LINE公式アカウント）を増やすことが目的。ここが全て。
・「売りたい人を絞る」

比企起業大学 特別講座「SNS集客 基本のキ！」を開講
しました。

ヘビさんは、上を向き、トキノキオク舎の未来を見つめてくれて
います。かわいい！

ロゴの他にも、オリジナルてぬぐいのデザインも依頼。めちゃ
めちゃかわいくデザインして頂きました！疫病除け玩具のだる
まやミミズク、大好きな埼玉の行事「フセギ」、庚申塔に描かれ
ている3猿、秩父地方に残るオオカミ信仰、招き猫などこちらも
私ワールド全開。ひとつひとつのイラストにきちんと意味と歴史
があります。これまで、ツアーや講座など、形のないものを軸と
して活動してきた私ですが、オリジナルグッズという形あるもの
を作るというのは、とてもワクワクする作業です。

てぬぐいの販売方法などは検討中ですが、詳細はこちらで随
時ご報告していきます！

てぬぐい


