
 

 

あなたのオフィス作りましたっ！ 

 

 

パソコン・スマホ・タブレットと 

   インターネット回線と電源さえ有れば 

      仕事ができる時代 

 

インターネット回線（Wi-Fi）と電源とデスク・チェアを周南市桜木二丁目

１番１号「コワーキングスペース カラム」に準備しました。 

Ａ１大判プリンタからＡ３インクジェット複合機（FAX 有）、Ａ４モノク

ロレーザー複合機、２４インチモニター、プロジェクターなど、普段よく

使う OA 機器は揃っています。 

 

 

クリエイティブ・コワーキング 「カラム」 

店舗設計から机の製作から登記申請に至るまで、全てをＤＩＹでやってき

た、ちょっと風変わりな経営者かもしれませんが、皆さんが仕事しやすい

環境を目指して一所懸命に作りました。 

デジタルモノ作りもできるように３Ｄプリンタ、レーザー加工機、CNC ミ

リングも設置しております。 

ハンドメイド作家さんのアクセサリーや小物の展示販売もする予定です

のでクリスマス時期にはプレゼント候補にハンドメイド作品をお選びく

ださい。 

国道２号線から周南市桜木付近を通過の際は必ず！「コワーキングスペー

ス カラム」にお立ち寄りください。 

 

２月末までスペース利用料を※無料で！頑張らさせていただきます！ 

 

※機器の利用、その他サービスについては別途費用がかかります。ネット回線利用、パソコン・モバイルの電気代は無料です。 

 

 

745-0806 

周南市桜木二丁目１番１号 

TEL:0834-39-6410 

クリエイティブコワーキング「カラム」 

 

■Web 

http://www.cws-column.net/ 

■Facebook（"カラム"で検索） 

https://www.facebook.com/cws.column 

■Twitter ID=CwsColumn 

https://twitter.com/CwsColumn 

■mail 

cws.column@gmail.com 

2時間 500円 

からの 

オフィス 

http://www.cws-column.net/
https://www.facebook.com/cws.column
https://twitter.com/CwsColumn
mailto:cws.column@gmail.com


 

 

 

 民間の力で実現する「まち・ひと・しごと創生」 

 

はじめまして、地元で起業し１５年になります堀江厚志です。これまでパソコン設定や修理、IT 環境整備を生業とし

てきました。 

世間では「起業後１０年で９３％の会社が潰れる（中小企業白書）」と言われる中、たった１人でここまで続けて来ら

れたのは周囲の方々に助けられてきたからに他なりません。そして今「起業ブーム」だとも言われていますが、実際

は単なるブームではなく、自分の未来を考え、生き方を真剣に考える人が増えてきたのだと思います。 ただ、現実

は年々厳しい経済状況に傾いています。 そんな中、生き残っていくには今まで以上の工夫が必要になっています。

誰かの手助けも必要です。  

そして今、私が何をしようとしているのか・・・。 

 

このたび私は、地元で、あるいは故郷に戻って起業したいと思っている人達がローリスクで起業でき、同志と一緒に

活動し切磋琢磨し、情報交換やネットワーク作りが出来る会員制の活動拠点コワーキングスペース『カラム』を今年

１２月１４日に周南市桜木二丁目１番１号にオープンさせます。 

その発想のきっかけは、自分が起業した頃の実体験に基づきます。起業当初は孤独で「もしだめだったら」と不安で、

実際に不安定で、そのうえ分からない事だらけで試行錯誤の連続です。 変化の早い経済社会において特に仕事の調

達は困難を極めます。当然ながら資金面のリスクも抱えています。何か補助してくれる環境なり知恵なり、助けが必

要です。 

そこにリーズナブルな職場環境とビジネスの接点となるネットワーク拠点が有れば、みんなが繋がり助け合い、事業

が活性化し安定的な事業活動が望めると考えました。 

そんな、みんなが夢に描いた一生涯の仕事で行きていくための機会の提供と、その先にある地方創生を私は目指して

います。 

 

 プロフィール  

地元生まれの地元育ち。小さい頃から家に有る物なんでも分解し、元に戻らず怒られるなんて事

も多々有りました。そのうち元に戻るものが増え、色んな物を作ったり仕組みを考えたりと、機

械への興味がどんどん膨らみ続けました。時代は進みパソコンが誕生。飽くことのないパソコン

への興味は進学や就職先の選択に大きな影響を与えました。その影響は今も変わる事無く、日々

生まれる最新鋭の機器や IT サービスへの興味と探究心が現在の仕事の原動力となっています。 

小さな頃から興味をもった分野が今と直結している人生は楽しく、それは生涯続くのでしょう。 

そんな楽しい人生を、目標を失いがちな現代の若者にも送ってもらいたい。自分のやりたい事を仕事にしてほしい。

その思いがコワーキングスペース「カラム」の立案に繋がっています。 

 

  



 

 

 プロジェクト実施の背景と経緯 

 「若者が就きたい仕事が地元に無かった」 

 

 

 

多様化する職種への憧れは、田舎では満たされなくなってきました。 

「東京に有るあの会社と同じようなのが地元に有ったらなぁ～」 

「まてよ、自分で会社を作っちゃうか！」 

そんな環境を地元に作りたい。大きくして仲間を増やしたい。 

→ 「新しく生まれた会社に、次の世代が就職できる地域にしたい」 

 

 得意なことは飽きない商いになる（オヤジギャクでごめんなさい） 

「人生、何が面白いかって？」 

自分の得意な事で誰かが喜んでくれる。それがお金になれば、もう笑うしかない。 

”それしか出来ない”だから辞められないんです。 

→ 「辞めたくない仕事を始めるキッカケ作りができる場所にする」 

 

 スマホ全盛の IT社会でも解決できない問題が有る「場所、空間」いつも会社に居るわけじゃない 

 外回り中、電話で「見積書、なるべく早くね」って頼まれた。「ここにプリンターが有ったらなぁ～」 

 車で営業。資料にノーパソ、スマホ、コーヒー・・・「置くとこがな～い 机がほしぃ～」 

 怒られた「大失敗だよぉ へこむわぁ」そんな時ちょっとボーっとする場所が欲しい 

→ 「どれだけＩＴが進化しても、空間は作れない。そこを補う場所にしたい」 

 

 社員は自分だけ 

経費の無駄は極力省きたい。だからと言って自宅が会社じゃ何かと都合が悪い。 

「便利の良い所に安い事務所が有ったらなぁ」 

→ 「無駄なく便利に。そんな都合の良い話を実現する場所になる」 

 

 すごい奴と仲間になる。絡むとサラッと凄いことになる（相乗効果 切磋琢磨） 

凄い奴と居ると今まで出来なかった事が出来るようになる。悩んでいた事が解決する。 

ひとりで居ると、いろんな誘惑が・・・。進化もしないような。儲かりもしない。「まずいぞ！」 

頑張ってる仲間が傍に居ると、ぼんやりしてちゃ恥ずかしい。俺も頑張る。足りない部分は助けてもらう。

次は自分でできるように勉強する。 

→ 「毎日進化する自分を作る場所にしたい」 

 

 いつも勇気をもらえる、いつも勇気を与える 

 ノリノリのテンションも３日続かない。 

「良い本を読んだ」「ためになる話を聞いた」「凄い人と出会った」その思い、３日後には薄れていま

せんか？ 

毎日誰かと出会い、共に仕事をする。それまで見ることのなかった他人の頑張りが自分に勇気を与え、

そしてまた自分の努力が他人に勇気を与える。 

→「一見地味な空気感でも、勇気を与え合う空間を作りたい」 

そんな良いとこ取りの職場環境を目指します！ 

30 年前・・・都会も田舎も規模は違へど似たような業種ばかりだった。 

2015 年・・・田舎には無い業種が都会で大量発生。 



 

 

 施設の概要 

 

 

所在地：周南市桜木二丁目１番１号 

 https://goo.gl/maps/86XFr （Google マップ） 

広さ：１７坪（５７平米） 

営業時間：9:00～21:00 年中無休（不定休） 

■ホームページ 

http://www.cws-column.net/  

■Facebook 

https://www.facebook.com/cws.column 

・月極契約のブース３席（固定電話回線はオプション） 

・自由席（15 席） 

・座敷（4～6 席） 

・通りに面したレンタルショーケース（ハンドメイド作品の展示販売や自己アピールの場） 

・デジタルモノ作り設備（３D プリンタ、レーザー加工機、CNC ミリング） 

・OA機器（A1 大判プリンタ、A3 インクジェット複合機 FAX 付き）A4 モノクロレーザー等 

・電源、インターネット Wi-Fi 

・ドトールコーヒー自販機 

 

 

国道 2 号線に面しており、近く

に防長バス“馬屋”停留所あり。 

隣にはスーパ・アルク桜木店が

あり、郵便局もすぐそばに有り

ます。 

徳山東 IC から非常に近く、県外

からいらっしゃる営業マンにも

使いやすい場所に有ります。 

近くに大きな公園も有り、一息

つくには良い場所です。 

  

https://goo.gl/maps/86XFr
http://www.cws-column.net/
https://www.facebook.com/cws.column


 

 

 

【料金】２月末までドロップイン料金無料です。月極ブースも予約順に無料貸出しいたします。 
・自由席ドロップイン２時間     500円（１人）～ （延長 200円／ｈ） １日最大 1,500円 

・月極自由席 9:00～17:00(13:00～21:00)  12,000円（ 〃）～  

   9:00～21:00   16,000円（ 〃）～ 

・月極ブース（幅 1.3m×奥行 1.6m）  26,000円（ 〃）～ （敷金等は必要ありません） 

・月極会員のみ入会金    3,000円（ 〃） 

・レンタルショーケース（自己 PRボックス）  2,500円/月（幅 80cm、高さ 40cm、奥行 45cm） 

・OA機器 

大判プリンタ 3,000円/枚～、A3複合機（A3カラー80円/枚、A3モノクロ 30円/枚)、A4複合機（A4カラー40円/枚 A4モノ

クロ 10円）、プロジェクター500円/h、24 インチ液晶モニター300円/日～） 

・デジタル工作機器（スペース利用料＋機器使用料） 

   ３Ｄプリンター 700円/h～（プラス材料費）、レーザー加工機 1,500円/h～、ＣＮＣミリングマシン 1,000円/h～） 

   ＜料金は全て１人あたりの税別料金です＞ ＜パソコンは各自持ち込みとします＞ 

 

 

【デジタル工作機】 

３Ｄプリンタ 

「アーモンド」 

レーザー加工機 

「HAJIME」 

CNC ミリングマシン 

「SR420」 

   

   

 

・電気代、インターネット回線（Wi-Fi）利用料はスペース利用料金に含まれています。 

※料金については正式オープンまでに変更になる可能性があります。 

パソコンは各自持ち込みとします。 

  



 

 

 自宅でもない、会社でもない異空間の演出 

自宅でコツコツ仕事する。しかし、ふとした瞬間に脱線しプライベートな雰囲気へ。打ち合わせのためにク

ライアントを自宅へ呼ぶのもなんだかなぁ・・・。 

「会社で仕事するより外でやった方が調子が良いぞ」そんな経営者の方もいらっしゃるでしょう。 

「ちょっと出てくる．．．」と、コワーキングスペースに来れば仕事がスイスイ進みます。OA 機器もネットも

有るので大丈夫。飲み物も有ります。 

 

 モノ作りを仕事にするのも良い 

最近、ハンドメイド作品を販売する女性作家さんが多いことにお気付きでしょう。今、ハンドメイドイベン

トは大人気です。 

そして今後大きなマーケットになるのは間違いないＩＯＴ（色んな機器がインターネット通信する）。 デ

ジタルモノ作りは益々盛んになっていきます。電子機器のケースを３ＤプリンターやＣＮＣミリングマシン

で削り出したり、レーザー加工機で切断したり、ロゴを彫刻したりできます。 

ハンドメイド作品でも IOT でも、同じものを何個も作る時どうします？ 何十個も必要ないのに外注します

か？ 物が届いたら「しまったー 寸法ミスったー」って泣くに泣けず。 

とりあえず 3D プリンター＋レーザー加工機＋ＣＮＣミリングを準備するので使って下さい。 何百万！何

千万円の高級なマシンではありませんが、工夫次第でなんとかなるでしょう。 

そこで上手く行ったら、そのデータを使って外注すればミス無しロス無し！。 

もっと上手く行ったら仕事にしちゃいましょう。会社を作っちゃいましょう。 

そんな環境を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなところからハンドメイド作家さんが起業するなんて事もあるでしょう。 

「クリエイティブ・コワーキング カラム」は、クリエイティブなみんなを応援します。 

 

 「カラム」が実現したいパッケージデザインとは？ 

どんな仕事も必ず「インターネット」が必要な時代。 

全ての業種で、規模の大小を問わず、24時間、人類が存在する間、永遠に必要なものでしょう。 

今年４月に開催したハンドメイドイベント「カラムマ

ーケット」 マックスバリュ山田さんの駐車場をお借

りして、そこに下松市・周南市から２６店舗のショッ

プさんが集結。 

手作り小物から木工作品からカイロプラクティックに

お花屋さんにパン屋さん、他では珍しいスピーカー屋

さんまで色んな作品を展示販売しました。 

お父さんのショップを店番させられた子供さんも「こ

れ古いけぇ安くしちゃげる」と立派な商売人。 



 

 

インターネットで情報収集、自分の情報を拡散、そこには田舎も都会も日本も外国も関係ありません。そん

な強力な武器を自分一人が趣味で使うだけなのか、その武器をみんなのために役立てるのか。この使い分け

は人生を変えます。そんな自分に関わる人達の生き方やビジネスに希望を与えるかもしれません。そこに自

分の得意技を持ってくれば一生の仕事になるかもしれません。 

 

書く、描く、作る、創る、造る、組む、撮る、見る、観る、教える、育てる・・・、 

挙げれば切りが有りませんが、ここにあえて「売る」を入れなかったのには理由があります。何かが無いと

売る事ができないからですね。 まずは「何か」をクリエイトする必要があるのです。 

そういう仕事を今から始めたい。始めたばかり。始めて暫く経つけど上手く行ってない。こんな仕事を田舎

でやっていけるのだろうか？ みんなからは「難しいんじゃないの？」と言われ、それでも諦めきれないし。

「ダメでも良い、一回はチャレンジしたい！！」 まずはそんなチャレンジングなクリエイターさん募集し

ます。そんなクリエイティブな力を結集し、更にそこに知能、技能、選択・判断力が加われば「売れる」「使

われる」という流れが出来てくるでしょう。 

 

そして最近では権利を守るという事も大切な時代。 

アイテムを「つくる」、戦いかたを「考える」「鍛える」、みんなを「まもる」・・・。ウェブ関連事業、写真・

ビデオ、プログラマー、デザイナー、作家などの「つくる人」、プランナー、プロデューサー、コンサルタ

ントなどの戦略を「考えてくれる人」弁護士、弁理士などの「まもる人」 行く行くはこのセットを「カラ

ム」でパッケージ化したいと考えています。 

チャレンジャーなクリエイター、チャレンジャーな人を応援したいチャレンジャー、チャレンジャーを守っ

てあげたいチャレンジャーな人。 「自分…そこにはまるんじゃないかな？」って思いませんでしたか？ 

どういう業種の方でも結構です。是非、現場に参加してみてください。 

 

最後に・・・本当にやりたい仕事で生計を立てる。田舎にも仕事はある。 

自分には無理だとブレーキをかけてきた人も「これならいけるかも」とチャレンジできる環境にしたい。そ

んな私の願いが叶えば、今後社会人になる子どもたちにも夢を与えるでしょう。大人も子供も知らないうち

に芽を摘まれ、目指すものが無くなってしまいそうな今。このままで良いのか？ 変えるなら今です。 

 一緒に仕事をしながら、様々な人と知り合い、ネットワークを形成し、困難な状況も仲間と一緒に乗り越

えられる。 そんな環境作りは、今後様々な社会問題を解決するのではないでしょうか。 

コワーキングスペースは単なる職場ではありません。  

規模も小さく、まずは経営者１人の運営となりますが、今この瞬間に必要な環境を整え、たとえ小さくても

今までに無かった環境を創り出す事で人々に刺激を与えることができればと考えています。 

 

 

２０１５年 12月 14日 

クリエイティブ・コワーキング「カラム」 

カラム株式会社 

代表取締役 堀江 厚志 


