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（2023年3月12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.１２
比企起業大学大学院３期 山口 直さん

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44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3期の山口直さんです。

−なぜ比企起業大学大学院に入ろうと思ったのですか？

−自己紹介をお願いします！

比企起業大学２２秋「２月ゼミ」を開講しました。
2023年2月24日（金）18時～20時、比企起業大学22秋「2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名の学部生全員が参加しました。

●可沼さん（障がい者向けキャンプ）
・2週に一度のYouTube投稿
・毛呂山で、4月からイベント開催決定。
・医療知識×アウトドア。医療の知識が武器
・SNS等で認知度アップを図る。
・先輩方と比企起業大学キャンプ部結成。
仲間として共に頑張っていく。

●安田さん（やりたいこと模索中）
・noteにブログを3本アップ。3日に2記事
を目標に。(https://note.com/1221_yasuda)

・身近な人の頼み事に応えていきたい。
（根岸さんのゴマ小冊子、浅沼さんの教
室案内等）
・noteのほかに、Twitterも勉強したい。

●浅沼さん（嵐山でお花屋さんや教室）
・とある企業の内装お手伝いや学童での花飾
り。今後もB2Bを視野に入れていきたい。
・SNSブログ強化。
・よかよかカフェでの花の販売やサブスク。
・自分が伝道師として、花文化を伝えていく。
・教室に来てくれる人同士のコミュニティ形
成。

●宮崎さん（個人で空調等工事）
・関根さん宅、本家さん宅での修繕や
掃除作業。
・エアコン、換気扇フィルターも完全に
ピカピカにする。
・鳩山ニュータウンでのポスティングを
考えている。
・鳩山町コミュニティ・マルシェの本家さん
（比企起業大学大学院3期卒）にご意見
を聞きながら、鳩山での活動を進める。

●根岸さん（鳩山町で農業。ゴマ）
・2月、大塚さんのイベント運営に参加。
・ゴマの加工品の作成考察。
・「女性で、農業で生きていく」。
・インスタやフェイスブックで発信。活動
内容やゴマの成長過程等。
・お菓子作家さんに力を借りる。ゴマ団子
などのゴマスイーツ。

比企起業大学大学院第６期「ゼミ（５）」を開講しました。
2023年2月25日（土）13時30分～16時30分、比企起業大学大学院 第6期「ゼミ（５）磨き合い会」を開講しました。今期は、よしき

さん（比企起業大学21秋卒）と、ずこちさん（比企起業大学22春卒）のお二人に対して、講師4名でサポートしています。

●大塚さん（ときがわ町で農業体験）
・味噌作り教室や麦踏み体験＆ランチ↗

●向井さん（比企で太鼓教室）
・子どもに寄り添った体験教室を目指
す。アニメソングなど。
・演奏会の場所探し。屋内外両方可
能。高校文化祭等もOK。
・演奏会を設けることで、子どもたちも
目標ができてより頑張れる。
・小川町の山車復活を目指したい。伝
統文化復興への働きかけ。

まずは建築文化を学ぶことと木材加工技術
の研鑽に励みます。「地元の山の木で、人を
喜ばせたい！」その想いで、山イベントや体
験イベントを通して、木の良さを伝えていきた
いです。そして、山に利益が循環する体制を
作りたいと思っています。

山口直さんへのお問合せは、
Facebookから！→

よしきさん（比企起業大学21秋卒）

ずこちさん（比企起業大学22春卒）

・18年間の教職経験。
・22年4月独立。
・特別支援学級の経験をもとに、
障がい者雇用など企業支援事
業。

・埼玉に10年居住。元塾講師
（算数、数学）。乳がん経験。
・社会からドロップアウトした人
が、復帰する過程を示したい。
・お店をしている人のSNS集客
支援。

1、近況報告
＜ずこちさん＞
・1/16商工会訪問。企画書の提出。
・講師の栗原さんが滑川町の人を紹介して
くれた。キャラクター作りの話が出た。
・おうち起業部。関根さんと相談。
・メール営業。グラレコの仕事受注。
＜よしきさん＞
・登壇した研修が無事終了。研修の流れを
つかむ。
・新規アポで11件。その先の面談が課題。

２．事業会議
＜ずこちさん＞
・発信の仕方を知りたがっている人が多い。
・ＦＢは、信頼性が高い。ビジネスでも使え
る。効果的な使い方を発信。ＦＢにＺ世代は
いない。
・発信する怖さ。炎上しないコツ。自分に
向いたＳＮＳの見つけ方。
・おうち起業部：メンバー用サイトを、3/19に
オープン。
・3/3に関根とミーティング予定。
＜よしきさん＞
・「次につながるケース」もある。次へのつな
ぎ方が課題。
・定期的に会って、忘れられないようにして
いる。
・面談直後、A4ノートに、主だった話題を文
字起こし。録音して自分の声を確認。面談
後の振り返りを怠らない！↗

大学から、ときがわ町を離れていました
が、独立を考え始めた頃に、ときがわ町に
ついてネットで調べ始めたんです。その中
で、比企起業大学や、関根さんが出てきて
……そうしたら、その日に比企起業大学の
打ち上げをやっているという情報が！なん
と、飛び込みで行っちゃんたんです(笑)。
そこで初めて関根さんと会いました。後日
改めて起業相談にお伺いし、数ヶ月後に
比企起業大学へ入学しました。

「裏山の木をどうにかしたい」「庭の木を伐
採してほしい」「所有する山の木で、家造りを
したい」などのご相談がありましたら、お気軽
にお問い合わせください。

−今後は、どのような活動をしていきたいですか？

−木に関する困りごとは、お気軽にご相談ください！

ときがわ町大野生まれの38歳で
す。現在は、町外に住んでいます
が、高校生までは生粋のときがわっ
子。高校通学は、毎日1時間以上
かけて自転車で通っていました。

高校ではゴルフ部に所属し、毎日
ゴルフ漬け。ゴルフ好きだった父親
の影響で、小学校からゴルフは
やっていました。主将も経験し、部
は関東大会へ。苦しい思いをした
り、プレッシャーを感じたりすることも
ありましたが「ちゃんと行動すれば、
結果が出る」ということを実感させて
もらうよい経験となりました。

ゴルフでプロになろうという夢に向け、大学へ進学。毎日の練
習のほか、幾多の大会出場の中で、チームとしてのレベルの
低さを実感させられる挫折を味わいます。大学でも主将を任さ
れ、「どのようにしたら弱小チームが強力チームに勝てるの
か？」を考えましたね。個々の技術に頼るのではなく、綿密な
コース研究や球筋の精度を上げるなど「弱者の戦略」で攻めま
した。そうすると圧倒的な強さを誇るチーム相手にも、ちゃんと
勝負ができる。そんな今にもつながる大切なことを学ばせても
らいました。

大学卒業後は、社会勉強をしたいと、リゾート会員券販売の
営業職に就きます。電話営業に飛び込み営業、激務な日々。
営業の全てを叩き込まれました。初めての契約は2年目になっ
てから……。その後はコンスタントに契約が取れるようになり、
数年後には営業トップになれました。しかし、昇格、昇給もして
いったのに、なぜだか心は満たされていない……。苦しくなっ
ていく自分がいました。

そんな中、お世話になった一人の経営者のお客様の言葉
が、転機となりました。「自分のやりたい事が分からなかったら、
これまでの人生の通知表をつけてみなさい」。 数日かけて自
分の通知票を書いてみて、出てきたのが「木」と「地元」という2
つのキーワードでした。

実家が林業と製材所だった事もあり、幼い頃から木に囲まれ
て育ちました。山や工場が遊び場で、端材で積み木をしたり、

丸太に登ったり。働くおじちゃんおばちゃんに遊んでもらって
いたのを今でもよく覚えています。また、活き活きと誇らしげに
働いて下さる方々の姿を見るのがとても好きでした。その原体
験より、「木」に関する仕事がしたいと再確認し、建築関係の仕
事としてリフォーム会社に転職をしました。

建築関係の仕事は、全くの素人からのスタート。知識不足か
ら、思うように仕事ができず初めは苦労しました。3年くらいか
かってようやく、理解できるようになり、お客様にも自信を持っ
てアピールできるようになりました。営業所所長も経験し、全社
でトップを取る事が出来、独立を本気で意識するようになりまし
た。今年1月、遂に退職。新しいスタートを切ったばかりです！

を開催。
・フィードバックの大切さ。アンケートを
実施し、適正人数の調整。
・お客様満足度の向上を目指す。
・新イベントの考察。小麦の収穫、大豆
粉のお菓子など。

・3/4関根と活動ミーティング予定。お互いの2
月営業活動のふり返りと、3月の面談計画設定
を行う。

ずこちさん、よしきさん、ありがとうございまし
た！

最後の会として3/11(日)に、鳩山町ふれあい
センターにて、活動報告会が開催されます。お
二人の発表を楽しみにしていおります！

木を感じるイベントも
開催中！

「山のあそび場」



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60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。

2022年11月から、風間さん、ずこちさん（比企起業大学大学院6期生）に助言を頂きながら、「本屋ときがわ町 v.2」構想を考え
ています。2019年4月から、2022年12月まで、毎月1回開催し、45回目となりました。2023年1月からは「本屋ときがわ町 v.2」とし
て、本屋ときがわ町をリニューアル！

トキノキオク舎通信vol.9
トキノキオク学を開催しました！

「本屋ときがわ町」の「これまで」と「これから」

【イベント情報】
第４８回「本屋ときがわ町」を開催します！
日時：2023年3月19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。

比企起業大学おうち起業部「強み発掘！ホリホリワーク」を
開講しました。

2023年2月7日（火）20時～21時30分、比企起業大学おうち起業部「強み発掘！ホリホリワーク」を開講しました。講師は、比企
起業大学おうち起業部 主宰のずこちさん（比企起業大学大学院6期生）です。お申し込みは、13名。当日参加は、12名でした。

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、民俗学を通し、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！

 2月2日(木)に、鳩山町コミュニティ・マルシェにて「トキノキオク学～フセギが1人でも見つけられるように
なっちゃう編～」という講座を開催しました！

（トキノキオク舎 風間ユカ）

2023年2月19日（日）第47回「本屋ときがわ町」を開催しました。途中、雨がぱらつくシーンもありましたが、暖かな陽気の中たくさ
んの方にお越しいただきました。

第４７回「本屋ときがわ町」を開催しました。

当日は、6名の方にご参加いただき、私の熱いフセギ愛を受
け止めていただきました。フセギとは、村の中に疫病などの
災いが入ってこないように、村境に立てる結界のようなもの
です。⾧年に渡って探究している私の研究テーマでもありま
す。

座学でしたが、たくさんの写真を見ていただいたり、地図
で作業をしてもらったりと和気藹々と、楽しい声が絶えない
時間になりました。講座終了後は、皆でマルシェランチ。参
加者様同士の交流も生まれ、和やかな空気が漂っておりまし
た。

●法政大学グローバルMBAコース 学生発表
数ヶ月前から、ときがわカンパニーと鳩山町コミュニティ・マル

シェ運営のRFAさんで、法政大学の学生インターンシップを受
け入れています。当日は、ときがわチームと鳩山チームそれぞ
れの研究発表を行いました。ときがわの強みは「人の心の温か
さ」だそう！嬉しいです！

●「本屋ときがわ町」に来てくれた人をご紹介！
・コニー（比企起業大学21春） ：羽深先生の書籍を、建築専攻
のプレゼントしました！
・比企起業大学23春に入学予定のFさん＠ときがわ町：早速、
比企起業大学の先輩方とトーク！よろしくお願いします！
・ずこちさん（比企起業大学大学院6期生） ：いつの間にかテン
トで、ランチ食べながら、溶け込んでました。
・根岸さん（比企起業大学22秋）：焚き火で皆とトーク！
・安田さん（比企起業大学22秋）：同期の根岸さんとトーク！
・トシ姉（比企起業大学21秋）：いつも来てくれてありがとう！
・ゴムカヤック Sherpaの努さん＠ときがわ町： 奥さんと。ビジネス
本を購入してくださいました！
・ときがわ町のN君： お母さんと一緒に。薪割りも体験！
・神山さんご家族：いつもありがとうございます！

トキノキオク舎
Instagram

（@tokinokiokusha)

Version2として、以下をバージョンアップ！
・より「ミニ起業家が集う場」になる！
・毎回、最大6名の「ミニ起業家」が出店。
・出店内容は、本にこだわらず色々（飲食、物販、イベント、ワークショップ等）OK。
・比企起業大学のアラムナイ（卒業生）達のテストマーケティングの場としても活用。
・いずれは「地域でミニ起業したい人（プレ起業家）」たちに、お客さんとして、参加してもらう。
・その人たちには「FBグループ」にも参加してもらい、オンラインでのつながりを保つ。
・いずれは地域でミニ起業したい「プレ起業家」と、既に地域で活動している「先輩ミニ起業家」
が、集える場にしたい。
＝＝＝
詳細は、風間さんが作ってくれた「本屋ときがわ町」ＦＢグループ内で、共有していきます。
Version2を共に作って下さる方々のご参加をお待ちしています！

本屋ときがわ町
Facebookグループ

●出店者紹介
（１）ココマル野井まゆみさん＠川島町（初出店！）
（２）ソラレンゴ平岩さん＠蓮田市（初出店！）
（３）絵本屋てくてく小原さん＠ときがわ町
（４）みんなでつくるリルの家 高橋さん＠上尾市・皆野町
（５）渡部製作所 ときがわ支部 渡部典子さん＠さいたま市
（６）Putney Bake 今永真弓さん＠鳩山町
（７）雑本のFull本屋＆トキノキオク舎 風間夫妻＠坂戸市
（８）本屋ときがわ町 ioffice店

●セミナー「私達の弓立山で街おこし ～茶ツーリズム構想に
ついて～」町田屋旅館 町田さん＠ときがわ町

ときがわ町の老舗旅館である町田さんから「茶ツーリズム」のご
提案がありました。たくさんの方が町内外から参加されました。
慈光茶を使った茶ツーリズム、楽しみです！

当日は、ずこちさんの質問に、各自チャットに入力する形で、自分
の強みを見つけていきました。質問に答えていく中で、不思議と浮
かび上がってくる「強み」や「得意なこと」。更に、皆と共有すること
で、より心に落とし込んでいくことができました。心に留めておくので
はなく、言葉にすることの大切さも教えてもらえたような気がします。

今回は、お試しでの
開講でしたが、今後
は右記のスケジュー
ルで開講予定です。
（第2金曜日、18時〜
20時 Zoom）


