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新聞屋さんのおすすめレシピ

・するめいか…1 枚　・人参…1 本
・A しょう油…大さじ 2、みりん…大さじ 1
        酒…大さじ 2、さとう…小さじ 1

NO.14 いかにんじん

材料

　今月は、ASA 鶴が台の前川がおすすめす
る「いかにんじん」です。
　「鶴が台店・前川の嫁の実家、福島県の
郷土料理です。俳優・佐藤 B 作さんのご実
家の八百屋さんが広めたレシピで、本来は
お正月料理の一品です。人参の赤とイカの
白を演出するおめでたいお料理で、お酒の
おつまみにピッタリ。是非ご賞味あれ。」

①するめいかをキッチンバサミで 4 ～ 5cm の長さに細長く切る。
②切ったするめいかをボウルに入れ、酒 ( 分量外 ) をひたひたになるま
で入れて一晩置く。
③一晩置いたするめいかの酒を捨てる。
④人参をするめいかと同じ大きさになるよう
に千切りにする。
⑤ A の調味料を鍋に入れ、沸騰させる。
⑥沸騰したところにするめいかと人参を入
れ、すばやく混ぜたら火を止める。
⑦タッパーなどに汁ごと入れ、半日寝かせた
ら完成。

作り方

香川

毎年２月上旬から３月初旬にかけて見頃を迎える河津桜、
河津川沿いに 800 本、町全体では 8000 本植えられています。
河津桜まつり◆開催中～３月 10 日 ( 木 )
◆伊豆急行   河津駅下車

河津曽我梅林

第 41 回小田原梅まつ
りも行われています。
◆開催中～
　2 月 28 日 ( 月 )
◆ JR 御殿場線下曽我
駅下車　徒歩約 10 分

今年もお花見の季節と

なりました。

梅、河津桜、染井吉野、

枝垂れ桜…など

次々と見頃を迎えます。

皆さんは何処へ

お花見にいきますか？

町立寒川小学校

茅ヶ崎市香川・岡本様宅
香川駅前通りを香川駅からみずき方面へ向かう
と見えるこのお宅。樹齢約５０年のしだれ桜は、
夜になるとライトアップされ誰でも見学できる
ように、お花見スペースが設けられています。
見頃は毎年 3 月 20 日頃 ( お彼岸 ) になります。

平塚総合公園・大池付近
1990 年に登録された鎌倉生まれの早咲き
の桜、玉縄桜もまもなく見頃を迎えます。

鎌倉山

平塚

曽我の梅林は、中河原、原、別所の各梅林からなり、
約 35000 本の梅が植えられています。眺めも素晴ら
しく関東の富士見百景に指定されています。

タウンメイト
あさひ
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毎月 2 回、5 日・20 日発行

鎌倉山からバス停常盤口約 3km にわたっ
て続く 340 本のソメイヨシノの桜のトン
ネルは「かながわ花の名所 100 選」にも
選ばれています。
◆ JR 大船駅からバス約 15 分

「鎌倉山」下車

百年桜
明治 32 年 (1899 年 ) の高等寒川小
学校開校時に村長が植えたという説
や、明治 43 年 (1910 年 ) 寒川村が
神奈川県から「模範村」として表彰
された記念に村の有志たちが植えた
という説があります。

ASAあ さ
の顔
ASA 平塚東部北部のスタッフ紹介。今月は、横内・西真土地区を担当する岡崎主任です。

Profi le ♯ 2

岡崎 江一
おかざき　こういち

　みなさんのご家庭に朝日新聞をお届けしている ASA 平塚東部北部で、横
内と西真土 4 丁目の一部を担当している岡崎です。ASA 寒川に 6 年、ASA
鶴が台に 2 年勤務し、昨年の 10 月にこの平塚東部北部店に異動してきました。
お客さまに早く顔と名前を覚えていただき、信頼される「ASA の顔」になれる
よう努力してまいります。よろしくお願いいたします。
　平塚にきて 4 か月足らずですが、この地域は土地柄も人柄も優しく温かいと
いう印象です。営業や集金でうかがったときにも、みなさんよく話を聞いてく
れたり、とても親切に対応していただいたりしています。ありがとうございます。
　僕の担当地区で「ここは、いいな！」と思ったスポットを紹介しますと ･･･
まずは「カフェ  ボヌール」さん。最近あまりない「喫茶店」という雰囲気で落ち着
いていて、くつろげるお店です。それから「横内  子どもの家」。ぬくもりのあるログ
ハウス、雨の日でも遊べる屋内アスレチック。僕にも子どもが 2 人いますが、自宅（茅ヶ
崎）の近くにこんな便利な施設はないので、とてもうらやましいです。

◆横内 子どもの家　
平塚市横内 2517-1　TEL 0463-53-1430
開館時間　
　小中学校休みの日　AM9:00 ～ PM5:00
　その他の日　　　　AM10:00 ～ PM5:00
休館日　毎月第 3 日曜日、年末年始など
利用できる人
　市内在住の小中学生、市内在住の
　付添人のある幼児、青少年育成関係者
※留守家庭児童登録制度あり。
　詳しくは直接お問合せください。

◆カフェ　ボヌール 
平塚市横内 1900　TEL 0463-55-9625 
営業時間 11:30 ～ 20:00
平日休憩 (14:00 ～ 16:00) あり 
定休日 日曜・祝日 
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「VICTORY ！」は、『湘南ベルマーレ』というＪリーグチームのホームタウンに住むみなさんに、

サッカーを通じてより多くの人とふれあい、地域への思いを深め、スポーツの楽しさを体感していただきたい、
そんな願いを込めてＡＳＡがお届けする情報紙です。
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Daisuke
 KIKUCHI

節　　　開催日　　　　 キックオフ　　　　　　対戦相手

1　　３月  ６日 ( 日 )　　  13:00　　　　ファジアーノ岡山

3　　３月 20 日 ( 日 )　  　13:00　　　　大分トリニータ

5　　４月  ３日 ( 日 )　  　13:00　　　　カターレ富山

7　　４月 17 日 ( 日 )　　  13:00　　　　京都サンガ F.C.

9　　４月 30 日 ( 土 )　  　19:00　　　　横浜 FC

●ホームゲーム試合日程　※会場はすべて平塚競技場

2007 年  高校１年生で J2 リーグ最年少デビュー、2008 年  17 歳で J2 リーグ最年少ゴール記録を樹立。
これまでいくつもの記録を塗り替えてきた菊池選手。
高校を卒業した 2010 年は J1 に昇格した湘南から、J2 ザスパ草津への 1 年間の期限付き移籍を選択
した。「湘南とは異なる環境で、人間としても選手としても成長したかったから。まわりの声より、
自分の強い意思で、覚悟を決めて行くことにした」。
そんな『菊池大介』が身体も心も大きく成長し、たくましくなって戻ってきた。
待ち焦がれたサポーターの期待も高まるなか、今季どんな活躍をみせてくれるのか。

Ｊ１のピッチを踏むのはまだ早い
　2009 年に湘南の昇格が決まったときは、「次はＪ１だ！」
という意気込みもあり、その舞台でチャレンジしたいとい
う気持ちもありました。でもここまでもそれほど試合に出
られていなかったので、自分自身をもっと大きくして試合
経験も積まなければいけないと思い、草津に行く決断をし
ました。その部分では、本当に良かったと思います。
　草津にいても、自分は湘南の選手なので、いつも湘南の
試合をスカパーで見ていました。残念ながらＪ２に降格し
てしまいましたが、自分にはまだＪ１は早い、そういう運
命なのだと思います。僕にはまだ甘さもあり、トップレベ
ルで戦える選手ではないということです。湘南に戻ってき
て、ここで中心選手になってＪ１に上がっていくことで、
さらに成長できる。だからＪ１のピッチが踏めなかったこ
とは、残念というよりもまたいいチャレンジができるとい
う気持ちのほうが強いんです。

草津で学んだ一年
　ザスパ草津では「シーズン通して試合に出場すること。
10 点以上とること」を目標に掲げたのですが、まったく
納得できない成績でした (27 試合出場 4 得点 )。後半は自
分を中心に使ってもらって試合にも出ていたので、もっと
得点をあげなければいけなかった。ここで決めていれば勝
てたり引分けに持ち込めて、負けをしのげるという場面も
多かったので、少し悔いが残ります。
　草津はベテランの選手が多くて、ピッチの中はもちろん
ピッチの外での体調管理などでも見習う部分が多く、とて
も参考になりました。とくに熊林親吾選手、高田保則選手、
廣山望選手。この 3 人には本当に出会えて良かったと思い
ます。練習中や試合中にもよく声をかけてくれて、自分の
良さを引き出してくれたので、すごく感謝しています。熊
林選手も高田選手もベルマーレ出身ですが、とくにそれだ
からということではなく、チームがどうやったら上手くい
くかを常に考えていて、一人一人の選手にアドバイスをし
ていました。
　僕の課題は、パスに対するこだわりや一つ一つのプレー
の質を上げることでした。今までは先のことを考えすぎて
その前のプレーがおろそかになり、ミスをしてしまうこと
が多かったので、まずそこを変えたいと思って草津での練
習に臨みました。草津は湘南のサッカーとは違ってパスの
とき上手くポゼッションしながらゲームを作っていくとい
うチーム。つまり自分が苦手とする部分を得意とするチー
ムだったので、最初は迷いや難しさを感じていました。

でもスタッフやまわりの選手に声をかけてもらいながら
「今、このプレーを丁寧に集中してやろう。次は次で考え

る」というふうに意識が変わり、ミスも減って落ち着いて
プレーできるようになったと思います。

湘南に復帰して
　今年の湘南は、僕が行く前のチームとはメンバーもがら
りと変わって、新しい選手が多いです。ということは、ま
た１からの激しい競争になると思うので、一日一日の練習
をしっかりやりきることを意識して取り組んでいます。
　このシーズンオフは、実家に帰り中学生のときに所属し
ていたクラブチームの練習に参加させてもらいました。中
学生なのによく走ったり、かなり激しい練習をしていたの
でちょうどいいと思って。おかげで身体的には問題なく、
全体練習に入れました。そのチームでプロになったのは僕
だけということもあって、サッカー少年たちにサインをし
たり一緒に写真を撮ったり ･･･ 自分で言うのも変ですけれ
ど、ずいぶんちやほやされました ( 笑 )
ただ、責任というか子どもたちやその親御さん、チームの
スタッフさんも見ているわけですから、絶対に頑張らなけ
ればいけないという気持ちはより強くなりますね。

今季、目指すところ
　今年、湘南はＪ２の中でもトップの位置でやらなければ
ならないと思うし、自分自身もそこに食い込んで 1 年を通
して試合に出ることはもちろん、しっかり結果を出したい
です。昨年も 10 点を目標に挙げていましたが、結局 4 点
で終わってしまいました。ただ、得点できる手応えは掴ん
だので、今年は確実に「10 点以上」を目指していきます。
　自分は年齢では下のほうですが、昨年Ｊ２にいてその戦
い方はみんなより慣れていると思うので、その辺は伝えて
いかなければと思っています。また高校生のときは、試合
中に声を出すこともどこか遠慮してしまったり、スタッフ
の眼を気にしていたりしたのですが、今はまったく気にな
らないですね。盛り上げるような声とか、今のプレーはど
うしてほしいとか、はっきり言えるようになりました。
それに「目の前の練習や試合を自分の中で楽しんでいこう」
と思えるようになったこと。この 1 年の大きな成果です。
　湘南に帰ってきたからには、チームのために自分の持っ
ているものをすべて出して勝利に貢献したい。チームは一
丸となってＪ１復帰を目指して頑張ります。
サポーターやファンの方の応援は、選手のパワーになるの
で、ぜひ平塚競技場に足を運んでほしいと思います。
よろしくお願いします。

ファジ
　アーノ

菊池 大介（きくち　だいすけ）　Profile
1991 年 4 月 12 日生まれ (19 歳 )　神奈川県横浜市出身
切れ味鋭いドリブルと相手 DF の背後へぬけるスピード
が武器。2010 年は経験を積むために J2 ザスパ草津へ期
限付き移籍、今季湘南に復帰した。　172cm / 68kg

◆草津では、オフのときに誰とどんなことをして過ごしていましたか？
寮で一緒だった山田晃平選手や佐藤将也選手とは、いつも一緒に行動していました。
軽井沢のアウトレットに買い物に行ったり、3 人でディズニーランドや富士急ハイラ
ンドにも行きました。寮のある前橋は、湘南と比べるといろいろ不便なこともありま
したが、過ごしているうちに好きになって、最後は離れがたい気持ちになりました。
◆入れ替わりに草津に行った古林将太選手とは、連絡をとったりしていますか？
連絡はけっこう取っています。コバショウも悩んだと思うんですけれど、悪いことは
絶対にないと思うし、意識を高く持ってやっていれば必ず良い結果がでるから、みた
いな話をしました。コバショウとはお互いを刺激しあえる良いライバルです。

Private Time

３月６日(日 )13:00
　キックオフ！！

2011 Ｊリーグ開幕！
初戦はホーム平塚で vs.　　  岡山

　1 月 26 日、2011 シーズンの新体制発表会見がホテル
サンライフガーデンで行われました。熱い決意表明あ
り、笑いあり ･･･。元気で明るい個性豊かな 14 名の新
入団選手と期限付き移籍からの復帰 3 名の合計 17 名が
加わり、引き続き反町康治監督の指揮で 2011 年シーズ
ンを戦います。「湘南の伝統である『常にゴールを意識
した、攻守の切り替えの早い、アグレッシブなサッカー』
は、どのステージでも変わりません。」と大倉強化部長
も意気込みを語りました。

2011　湘南ベルマーレ新体制発表会見

　待ちに待った 2011 シーズンが 2 週間後に開幕し
ます。今季の J2 リーグは 2 回戦総当たりの全 38 節。
J1 昇格となる 3 位以内を目指して 20 チームによる
激しい戦いが繰り広げられます。昨シーズン、11 年
ぶりの J1 復帰を果たしたにも関わらず、残留とい

う厚い壁を乗り越えることができなかった湘南ベル
マーレ。今季は 1 年での J1 復帰を目指し、反町監督
以下すべての選手、スタッフ、サポーターが一丸と
なって新たな戦いに挑みます。ぜひ平塚競技場で熱
い声援を送ってください。

2011 シーズンの
　　チームスローガン

「蹴燃」（しゅうねん）

指揮官が掲げた「百折不撓」とは
すなわち「蹴燃」である。蹴燃と
いうのは J1 に上がるということ
だけでなく「強いベルマーレ」を
生み出すということである。

出会い､ 成長。草津での 1年で確実な手ごたえをつかんだ。


