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（2022年11月13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.８
比企起業大学大学院２期 青木 江梨子さん

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期の青木江梨子さんです。

「テレビの制作会社を退職して、キャンプ民
泊で起業しよう」と考え始めたのですが、起
業ってどういう風にするのか分からなかったん
です。そんな中、フェイスブックで以前から知っ
ていた比企起業大学が2期生を募集することを
知って。仕事をしながら、2018年9月に入学。
そこで起業について学びながら、翌年の2月に
退職をしました。

−今後は、どのような活動をしていきたいですか？
「キャンプを始めるならNONIWAで」という風に認知してもらえる

よう、現在やっているキャンプ講習を更にグレードアップしていき
たいですね。元保育士さんや自然の専門家の方と協力しなが
ら、子ども向けの自然体験にも注力していきたいです。

あと、最近の目標は「ときがわ町をアウトドアタウンにする」こと！
ときがわ町には、弓立山や三波渓谷、キャンプ場など自然を体験
できる拠点がたくさんあります。仲間と一緒にときがわ町を盛り上
げていきたいです。

−自己紹介をお願いします！
「キャンプをしてみたいけど、何から始

めたらいいのかわからない」という方向
けに、キャンプをする第一歩をサポート
をするキャンプ民泊「NONIWA」を、とき
がわ町で運営しています。

出身は、北海道ですが、転勤族だっ
たので3歳で福岡へ。その後も目黒や
練馬など転々としていました。その影響
か「自分の故郷」というものがなく、「田
舎」というものに憧れがありましたね。

目標を明確にできたことです。初め
は「キャンプで人を幸せにする」という
ことが、本当に自分にできるのか不安
でした。でも「自然の中で遊ぶように暮
らす」という、理想の暮らしをまずは自
分たちがやってみるというのが第一だ
ということを気付かせてくれましたね。

−なぜ比企起業大学に入ろうと思ったのですか？

−キャンプ民泊「NONIWA」

−比企起業大学大学に、入ってよかったことは？

キャンプ民泊「NONIWA」では、宿
泊のほか、イベントも開催しており
ます。お気軽にご参加ください！イ
ベント情報は、NONIWAのサイトで
チェックできます。

キャンプ民泊「NONIWA」
Webサイト

比企起業大学２２秋「入学式」を行いました。
2022年10月7日（金）18時～19時30分＠Zoomで、比企起業大学22秋「入学式」を実施しました。入学生は、全部で6名（入学式は、
1名欠席）。これから5ヶ月間よろしくお願いします！

●可沼さん＠毛呂山町
・病院で看護師をしている。
・趣味がアウトドア。キャンプ。
・車いすのお子さんが遊べるキャンプ場が
なく、何かあったときにサポートできるシス
テムがない。
・障がいをもったお子さんやお年寄りが楽
しめるアウトドア、キャンプをしたい。
・勉強しつつ、絆を作っていけたらと、参加
した。

●安田さん＠鳩山町
・好きなことで起業しようと思ったことがな
かった。
・卒業生の菅沼さんが、東京の友人の知
り合い。
・9/4の比企起業大学セミナーに参加。
・皆さんみたいに「やりたいことがある」状
態ではなく「考え中」。
・卒業するころには、何か具体化する。
・卒業して「楽しかった」では終わらない
ようにしたい。

●浅沼さん＠嵐山町
・フラワーアレンジメントの教室。
・宣伝なしで、15年間。生徒さんも、長く
通ってきてくれている。
・子供達が成長したので、家を開放して、
本腰を入れたい。
・亡き主人から経営のアドバイスをしたも
らっていたが、それができなくなってしまっ
た。
・花とアルバイト（夜勤）をしていたが、体を
壊し、辞職。
・分からないところ、悩むところがあり、本格
的に経営のことを知りたいと思った。 ●宮崎さん＠越生町

・空調の仕事、修理、取り付け。
・一人でやっていきたい気持ちがある。
・いろいろな副業をやっているが、値段を
たたかれる。
・オリジナリティを生み出したい。
・生活することはできるが、儲けにつなが
らない。
・これを機にしっかり学びたい。

●根岸さん＠鳩山町
・運送会社の事務員。1月で退職。
・22年5月から、ゴマづくりをメインに。
・夏に収穫が終わり、作業中。
・経営とか難しい話は未知。
・とりあえず作ってみることから始めた。
・皆さんのお話から影響を受けてやって
いきたい。

比企起業大学２２春「卒業式」を実施しました。
2022年10月2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22春「卒業式」を実施しま

した。卒業生は、全部で6名。卒業式には、4名の方がご参加いただきました。

まずは、卒業式の前に、たけしさん（比企起業大学21春）が作ってくれたうどんを、皆でお
いしくいただきました。式では、さおりさん（比企起業大学大学院4期生）がデザインし、谷
野さんが手漉き和紙に印刷してくれた、比企起業大学オリジナル卒業証書を、卒業生に授
与。卒業証書授与のほか、講師や卒業生による祝辞や、先輩による答辞も行われました。

式の間も、卒業生や講師、先輩方の楽しそうな話し声が絶えず、横だけではなく縦のつ
ながりも感じられる、そんな会となりました。最後には、卒業生あんずさんによるクリスタルボ
ウルの演奏会もあり、皆で横になって、その透明な音色の世界に包まれる癒しの時間を過
ごしました。

−暮らしとアウトドアのお店「GRID」オープン！
10/10、NONIWA近くに暮らしとアウトドアのお店「GRID」をオー

プンしました！日用品やアウトドア用品の販売のほか、ときがわ

父は、仕事がとても忙しい人だったのですが、キャンプを通し
て家族と過ごす時間を大切にしてくれていて。キャンプって、家
族で協力しないとできないんですよ。正にチームプレイ。「私も
家族を持ったら、絶対キャンプをしよう！」と思いました。

キャンプ民泊を始める前は、テレビ番組の制作会社に勤めて
いました。中学時代からテレビに関する仕事がしたくて、大学も
放送学科へ。卒業後は、ディレクターとして働いていました。そ
こで、旅番組を制作するにあたり、地域に移住し、活躍する若者
がうらやましく見えて……。私も移住したいなと思い始めました。

30歳を迎える時に、夫と今後の人生について話し合い、「今し
かできないことをしよう！」と移住を決意。夫の職場が川越だっ
たので、その近くでいろいろ探していました。その中でも、ときが
わ町は、やさしい感じの自然で、会う人も優しく、「田舎初心者」
の私たちにピッタリだなと実感し、3年前に移住をしました。

ときがわ町で何をしようかと考えた時、以前友人に、キャンプの
道具の使い方や焚き火のやり方を教えて、すごく喜んでもらえ
たことを思い出して。これが仕事にできたらいいなと思い、今の
キャンプ民泊運営へとつながっていきます。

あと、「ターゲットを絞る」「一点突破」という教えも、とても勉強
になりました。NONIWAを運営していくにあたって、キャンプを本
気で知りたい人に特化するという軸もできました。

町を自然を体験できるよう
なワークショップも開催して
いく予定です。コーヒースタ
ンドも隣にありますので、ぜ
ひお気軽に遊びにいらして
ください！

改めまして、卒業生の皆様、卒業おめでとうございます。今
後の皆さんの活躍を期待しております！比企起業大学では、
定期的に交流会も行っていますので、横だけではなく縦の
つながりも、どんどん作っていただき、先輩及びこれからでき
る後輩達と共に一緒にビジネスをしたり、相談をしたりと交流
を深めていってほしいと思います。応援しています！



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56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.5 「わたしたちの月3万円ビジネス」を受講中！

◎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４４回「本屋ときがわ町」を開催します！
日時：2022年11月20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４３回「本屋ときがわ町」を開催しました。

●出店者紹介
（１）トキノキオク舎&雑本のFull本屋
（２）本屋ときがわ町 ioffice店

●「鼓蓮」向井さん（比企起業大学22秋）による和太鼓教室
「鼓蓮」向井さんが和太鼓教室を開催してくれました。なんと、

近くの活動センターでも「もみじ太鼓まつり」が開催中！太鼓好
きが集う、そんな1日となりました。

「子供達には、いい音を体験させてあげたいんですよね」と向
井先生。太鼓は、1つ数万円のものからあるそうですが、数十万
円する浅野太鼓＠石川県のものを使ってるそうです。牛皮や馬
皮で貼られた太鼓。凄いですね。向井さんは小川町で太鼓教
室をやられています。

●「本屋ときがわ町」に来てくれた人をご紹介！
・神山さん親子＠ときがわ町：お子さん2人と太鼓教室にも参加
してくださいました！
・ときがわ在住のお母さんとお子さん：神山さんのお知り合い
で、お子さん同士が保育園一緒とのこと！
・太鼓好きなお子さんとご家族：向井先生に太鼓の特別レッス
ンをしてもらっています。和太鼓教室にも興味あるそう！
・農家民宿 楽屋の金子さん：向井先生と筋肉談義で盛り上
がってました！しるし士本も購入。「ここは良い本が選書されて
いるから、来るの楽しみなんですよね」と嬉しい言葉！
・尾上さん（比企起業大学大学院1期生）：私の奥さんやユカさ
んと子育て談義をされていました。
・ときがわ町・嵐山町近隣への移住を検討されているご家族：県
南部から、こちらにいらっしゃったそうです。たまたま先ほど来て
いた不動産の尾上さんを紹介し、早速ご相談。良い物件と出会
えるといいですね。
・卓球をしに来てくれた子：お父ちゃんと一緒に遊びに来てくれ
ました。1時間くらい、夢中になってプレーしてくれてました！

2022年10月16日（日）第43回「本屋ときがわ町」を開催しました。晴れ間も覗く心地いい陽気の中、太鼓のイベントも行われ、
にぎやかな日となりました。

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！
現在、上里町商工会主催の「わたしたちの月3万円ビジネス」講座を受講しています。この講座は「誰もが自分が心か
ら望む仕事を、仲間とともに小さくはじめる体験地域の中で、自分の提供するモノやサービスで人が喜ぶ顔を見ながら、
パワーとお金を循環させる一部になる体験。そんな体験ができるプログラムであり、コミュニティ」です。女性限定の
コミュニティで、いつも賑やかで温かみのあるムードが漂っています。講座の中では、3年後のドリームマップを作成
したり、ビジネスプランを発表したりと、毎回女性だけで熱い議論が展開されています（笑）。

先日、その中で、自分の月3万円ビジネスプランをプレゼンす
る機会がありました。大人数の前での発表は、めちゃめちゃ緊
張しましたが、様々なご意見をいただくことができました。

ちなみに、私の月3万円ビジネスは、「トキノキオク旅〜こころ
で感じ、あるく民俗学〜」。身近にある石塔や風習、伝統などを
一緒に歩きながら、楽しく感じ、学んでもらう少人数制、女性限
定プランです。定期開催を考えておりますので、またこちらで報
告していきたいと考えています。

（トキノキオク舎 風間ユカ）

ときがわ社中の代表、栗原さんが娘
さん達とEVトゥクトゥクに乗って、いらし
てくれました。私は初乗り。最初おっ
かなビックリでしたが、乗ると楽しいで
す！次男も「もっと速く走って～」と大
喜び。比企地域でのEVトゥクトゥク、
色々可能性がありそうですね。

●合同会社ときがわ社中のEVトゥクトゥク登場！

比企起業大学２２秋「１０月ゼミ」を開講しました。

●可沼さん＠毛呂山町
・大学病院で看護師。
・身体障がい者の方々が、キャンプ場で難
儀されている。もっと楽しくできないか？↗

●安田さん＠鳩山町
・鳩山町で、朝モーニングをやれたら。自
分が作って提供はできないので、作ってく
れる人を探したい。
・モーニングをやるとすれば、６時半〜７
時くらい？鳩山ニュータウンでは、これか
ら仕事に行く人が、お弁当を買っていたり、
主婦が野菜を買ったりする時間。

●浅沼さん＠嵐山町
・たぬきのねどこat flowers教室と花の販売。
・川越のイベントに出店。生花がたくさん売
れたことに驚き。
・川越で、場所を貸してくれるカフェを探し
始めた。霞が関。
・場所によって、鉢植えが売れる地域と生花
が売れる地域が異なるという気付き。

●大塚さん＠ときがわ町
・今年2月に、ときがわ町に移住。
・とうふ工房わたなべの隣の畑で大豆と麦、
日影で田んぼを借りて米を作成。
・10月、畑で、枝豆収穫ツアーを実施。
・自分で作った米麦大豆で、深く知りあう。
そのためには料理教室が良いと思う。

●根岸さん＠鳩山町
・子供が成長し、そろそろ自分のやりがい
のあること、やりたいことをしたい。今年1
月に仕事をやめ、農業を始めた。
・自分の仕事として何かやれたらと「ゴマ」
を今年からメインで売り始めた。
・２～３０年後、大塚さんがやっているよう
なことを、鳩山の熊井でやれたら。

2022年10月28日（金）18時～20時、比企起業大学22秋「10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、7名中、6名の学部生が参加しました。

●宮崎さん＠越生町
・エアコンの修理の会社。
・会社のお客さんに一切手をつけずに、
営業をしてきた。お客さんが増えてきて、
手が回らない。１１月末、退社予定。
・朧げながら方向性が、見えてきた。ガツ
ンと儲けるのではなく、小さい価値を積み
上げて、長く続けられる仕組みを。
・独立の条件が、今の会社の仕事を手伝
うこと。今の会社でやっていることと、自分
のやりたいことがアンマッチな所がある。

・起業する方向性が決まってない。
・コンパクトにまとめて、切れる所は切ること
が大事ではと思った。


