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2021年度インターンシップ
について



こみんぐる
旅音とは？
紹介動画（ F R O M  A I R B N B）

https://www.youtube.com/watch?v=SJfJQd1N8WI
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＜理念＞

Sustainable Development for Local 

Community.

地域社会の持続可能な発展に貢献する。

＜事業ビジョン＞

100年後も家族で暮らしたい地域を作る

「関係人口が多い」「自然の中に都市」

「文化水準・教育水準が高い」

株式会社こみんぐるがなぜ存在しているか？



旅音

こみん

ぐる

現代集落 ？？？

ローカル

ビジネス

カレッジ

Workit

我々“こみんぐる”がしたいことは、

100年後も家族で暮らしたい地域をつくること
だから、

何個も事業を作って、社長を何人も輩出する。



株式会社こみんぐる概要

2016年5月 創業

2016年9月 一棟目Kanazawa旅音 オープン

2018年2月 法人化

2020年8月 ゲストハウス1棟、ホテル1棟、貸切宿23棟経営。250名の収容可能（県内最大）

代表取締役：林佳奈

社員：6名、パート20名、複業（業務委託）3名

【その他実績】

・2018年度金沢ゲストハウス懇話会 座長（金沢市主催）

・金沢大学インバウンド観光人材育成コンソーシアム会議委員

・稼げるまちづくりｾﾐﾅｰin Kanazawa 講演（内閣府主催）、金沢大学、北陸先端大、石川高専にて講演

・Clubism「ゲストハウス特集」、テレビ朝日「旅する相棒」、NHK「北陸お米伝説」他。



受入担当自己紹介
自己紹介 窪田みゆき
KUBOTA MIYUKI

1994年 石川県金沢市にて生まれる

4人兄弟の末っ子

金沢高校 ⇒ 国士舘大学

国士舘大学柔道部ではキャプテン

を務める

2016年 大学卒業後、柔道で実業団に進む

2018年 柔道の現役を引退。

2019年 こみんぐる入社

宿泊事業部所属



1986年 金沢市横山町にて生まれる

５歳から柔道を始める

兼六中 ⇒ 金沢泉丘高校

⇒ 金沢大学理学部

2009年 豊田通商株式会社（商社）に入社

東京、豊田で働く

2014年 愛知県で物理の教員をする

2016年 妻と共にこみんぐるを創業

金沢大学柔道部監督

2020年10月 金沢市内にゲストハウス及び

一日一組限定宿を23棟経営

自己紹介 林俊伍
HAYASHI SHUNGO



旅音の事業について



旅音事業の概要

• 金沢市内に一棟貸切宿を24棟運営

• やりたいことは“金沢ファンを世界中

につくる”こと。一棟貸切宿の運営は

手段。

• 宿の半数以上が金沢町家。金沢の景観

を作っている要素の古民家を残す。

• 多様な人に金沢を楽しんでほしいので、

宿以外の企画も多数実施

100年後も家

族で暮らした

い金沢をつく

る

金沢ファンを世界

中につくる

金沢の“ともだち業”



宿の雰囲気



金沢市内に24拠点
一棟貸切宿を展開



100年後も家族で
暮らしたい地域を創る為に

手段は無限大！！！

宿にこだわらない
地域つくり

ワ―ケーション
企業研修

伝統工芸の新しい
使い方の提案 医療的ケア児童の旅

行ガイドライン作成
https://camp-
fire.jp/projects/view/121
360

ポップアップストア

コワーキングスペース
https://www.facebook.com/yos
omon.kanazawa.secretbase/

不登校の子どもを抱
えるお母さんが集う
カフェ
https://www4.hp-
ez.com/hp/coconoma/

https://www.facebook.com/gro
ups/kanazawa.yosomon/

https://camp-fire.jp/projects/view/121360
https://www.facebook.com/yosomon.kanazawa.secretbase/
https://www4.hp-ez.com/hp/coconoma/
https://www.facebook.com/groups/kanazawa.yosomon/


町家の保存・改修

2021/6/16



チャレンジの場として
ワークショップやポップアップストア

2021/6/16

水引きアクセサリー
はるまき屋さん
コスプレイベント

オンラインイベント会場



旅音のインターシップについて
⑴必要なもの

・着脱しやすいサンダル（掃除の日は靴の着脱作業が多いので、脱ぎ履きしやすいサンダルがあったほ
うが効率が良いです）
・動きやすく汚れてもよい服
・持ち歩けるメモ帳

⑵インターンシップの流れ
期間：約2週間～4週間
休み：週に1日～2日
出勤時間：9時30分または10時から18時（変動あり）
業務内容：受付、掃除、課題制作、最終発表
受付業務：ゲスト対応、清掃、金庫の管理、アンケート入力、ゲスト情報入力、翌日チェックイン準備
→クラスコ旅音のオフィスで受付の業務の一部を担当します。
掃除業務：宿の清掃、清掃が終わり次第受付業務
→車で旅音の宿を巡り、ゲストのチェックアウト後の清掃をします。清掃が終わった後はクラスコ旅音
のオフィスに戻り、受付業務を手伝います。
課題制作：インターン中に見つけた課題に取り組んでもらいます。
最終発表：最終日に、インターンシップを通して自分の成長に繋がったことを発表してもらいます。



一日のスケジュール（例）

１．受付担当の日

9：30 出勤

～10：00 受付準備

10：00 朝礼に参加

11：00～インターン中の課題、昼食休憩

など（スケジュール管理は各自で行う）

15：30～アンケート入力、ゲスト情報入

力、出納帳記入

17：00～振り返りシート記入

担当と振り返り

18：00 退社

2．掃除担当の日

09：30 出勤

09：30～準備

10：00 出発

10：00～宿の掃除

15：30 クラスコに戻り片付けをして休憩（昼食）

16：00～アンケート入力

ゲスト情報入力などの受付業務

17：00～振り返りシート記入

担当と振り返り

インターン中の課題など

18：00 退社

※業務量やスケジュールにより、出勤時間や退社時間、その他予想時間は変動します。



現代集落の
事業について



私達はこの生活を
続けてていいのだろうか？



どうしたらいいかわからない。。。

だから

私たち人間は100年後も豊かにいきるためには

どのような営みを育む必要があるのだろうか？

を考えるための実験場を作る



目的：100 年後も豊かに生きるためにはどんな

営みを育まなくてはいけないのかを、明確にす

る。

“都市の一極集中と地方の過疎化（限界集落）。

都市生活の代替生活圏をつくらなければ、100

年後の豊かな暮らしはイメージできない“

ビジョン：安全で快適な自然を中心とした豊かな生活を

営む場所をつくる

“過度な経済合理性が都市の一極集中と地方の過疎化を加

速させているならば、お金を中心価値としない世界（生

活圏・集落）があればいい“

やること：奥能登の限界集落を水や食や電気を自給自足する自然共生型生活圏に変え

る。

“テクノロジーの力を使うことで、限界集落は変えられる不便を感じることなく、自然

とともに豊かに暮らせる場所はできる”

目
的
・
ビ
ジ
ョ
ン



VILLAGE DX
VILLAGE DEGITAL TRANSFOMATION



舞台は石川県珠洲市。
日本の最果ての地







• 畑・田んぼ・食

• 住居・宿

• 交流拠点

• エネルギー

• 水

• 文化

• 森

• フィールドワーク

• HanomiPJ／波の珠PJ



現代集落のインターンシップについて

インターン中は珠洲市真浦に滞在し、以下の業務があります（途中休日あり）

■業務内容

・9/4〜10/24開催、奥能登国際芸術祭に連動する、週末カフェ(金・土・日）の運営、改善提案

・カフェのSNSでのPR

・畑の作業、収穫
・山の田んぼや耕作放棄地の草刈りなど

・カフェで使用する食材の加工

・各プロジェクトのお手伝い（アプローチWS、デッキ制作WS、etc ）

・各プロジェクトの取材、PRなど

■休日 週２日（9/4〜10/24は金・土・日を除く）

■インターン費用 20,000円（税込、宿泊料、初回オンラインサロン会員費含む）



早朝の畑作業（無農薬、無肥料栽培）

山の作業



一日のスケジュール
例：金・土・日カフェ営業時、実労8H程度

5:00 or
6:00 畑作業または山の作業（水やり、畑の記録・写真報告、山の整備など ※雨天時休み）

7:30〜8:00    

（フリータイム2h程度）

10:00   朝礼ミーティング（w/ 旅音）

カフェオープン準備

11:00  カフェオープン

※インターン中の課題に取り組む
（フリータイム2h程度）

17:00  畑作業または山の作業（※雨天時休み）

18:00  日報作成

18:30  振り返りミーティング

19:00  業務終了

●カフェ営業日以外は、平日
２日、インターン中の課題に
取り組みます
●自由時間も多いので、オン
ライン授業を受けながらのイ
ンターンもできますよ！



最後に



弊社で働く上での特徴

• 社長に近い距離で働き、成果を求められるので、非常に自己成長できる。

• 創業６年目のベンチャー企業なので、社員の裁量が大きい。

• 会社の目的、ビジョンに賛同する人が働いているので、気持ちがいい。



こんな方におすすめ

下記のいずれか当てはまる方、是非^ ^

・将来起業やベンチャー企業を検討して

いる方

・地域のためになることに携わりたい方

・劇的な自己成長をしたい方

・持続可能なビジネスに携わりたい人



インターンシップを希望する方へ

◀こちらのフォームに記入いた

だき、応募してください。

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/1PTYBE5BJSZ-
B2-58UEJPQMZ4JUTPE5NOQLKP77LF7WC/EDIT

面接を経て、合格の場合はイ

ンターンシップに参加いただ

くことになります。


