櫛田亮介のブログ「左腕 坊
主」の中で人気のシリーズ が
ある。「茶碗坊主」のタグ が
ついた、櫛田の手料理を紹 介
するコーナーだ。特別手の 込
んだ料理ではないが、いか に
も「男の手料理」といった 写
真が食欲をそそる。
櫛田によると「まじめな こ
とを書いた時よりも、料理 の
方が反響がある」らしい。 本
意ではないが、まんざらで も
ないといったところか。
かつてドイツ３部のピル ナ
でプレーし、ヒザの大ケガ を
乗り越え、今も北陸電力で 現
役生活を続ける櫛田に、料 理
にまつわる思い出などを訊 ね
てみた。

そういう姿を見ていたから
『料理できる男はええな』と
思って、家でこっそり練習す
るようになりました」
ドイツでプレーするように
なってからは自炊の毎日。チ
ームのパーティーに親子丼を
持って行ったこともあった。
「ドイツはなにかお祝い事
があったら、自分がホストに
なって祝う習慣があるんです。
親子丼を作ったのは、ピルナ
の次のチームとの契約が決ま
った時です。最終的にビザが
おりなくて、そのチームには
入れなかったんですけど、話
が決まった時に『それじゃあ
クシ、日本っぽい料理を作っ
てよ』と言われて、親子丼を
作りました」
味付けは醤油をベースに、
日本酒の代わりに白ワイン。
ドイツには生卵を食べる習慣
がないので、完全に火が通っ
た状態の物を持って行った。
見た目は親子丼というよりか
き玉汁に近かったが、チーム
メイトには好評だった。

その後、日本に戻ってから
も、櫛田は地道に料理を続け
てきた。
母方の家系に芸術関係の人
間が多いこともあってか、見
せ方に工夫を凝らすなど、料
理を楽しんでいる。

鮮やかな色を
ひとつ入れる
櫛田の料理は見栄えがいい。
櫛田自身に言わせると「みん
なビジュアルにだまされてい
るだけ」らしいが、目で食べ
る要素もあるので、やはり見
た目は重要である。
見せ方のヒントを櫛田が教
えてくれた。
「仕上げにゴマやネギを散
らすと、美味しそうに見えま
す。それからお皿と料理の関
係だったり、近くから写真を
撮ったりすれば、美味しそう
に見えますよ」
とくに興味深かったのが器
と料理の関係性。「これは感
覚なんだけど」と断りながら、
櫛田は説明してくれた。

北陸電力・櫛田亮介

料理 で き る 男 は
ええ な
櫛田が料理に目覚めるよ う
になったのはドイツに渡る 前
のＨｏｎｄａ熊本時代。チ ー
ムメイトだった吉田耕平（ 現
大崎電気）やフレデリック ・
ヴォル（元Ｈｏｎｄａ他） に
影響を受けた。
「吉田といっしょに釣り に
行ったら、吉田は釣った魚 を
器用にさばくんですよ。僕 も
真似してみたんですけど『 な
んや、その包丁の持ち方は 』

と言われるレベルでした。
ヴォルも料理が好きで、 よ

く仲間を家に招いてパーテ ィ

ーをしていました。

〜櫛田亮介（北陸電力）と料理にまつわるあれこれ〜

送球の昴・料理編

text by Hiroki Kubo

「器の中に必ずひとつ彩り
の鮮やかな物を入れるように
しています。それがトマトの
赤なのか、ネギやパセリの緑
なのか、それとも料理ではな
く、お皿をちょっと派手な物
にするとか…。
最近は青いお皿をよく使う
んですけど、それは福井で試
合が終わったあとに買いまし
た。以前はどちらかと言うと
くすんだ色のお皿が好きだっ
たんですけど、急にひらめい
て買ってみたんです。実際に
使ってみると、彩りのある器
って意外と使える。こういうの
もありなんやと思いました」
もともと櫛田はアドリブや
冒険が嫌いではない。仕事や
ハンドボールは理詰めで考え
るが、普段は直感も重視する。
この時もひらめきを試してみ
たことで世界が広がった。
ビジュアルだけでなく、も

ちろん栄養も考えて料理を作

ないのだが、ナンコツや牛ス
ジなど人間のヒザに近い部位
を摂るようにしている。
ここで紹介するのは、櫛田
の得意料理のひとつ「やげん
ナンコツのカレー炒め」。鶏
の胸のナンコツを使ったシン
プルな料理だ。
分量はすべて適当。カレー
粉の代わりにオイスターソー
スを使ったり、ＸＯ醤でもい
い。櫛田の言うとおり「だれ
でも作れる」料理ではあるが、
櫛田家のパーティーの定番メ
ニューで、チームの後輩たち
にも人気の一品である。

料理とチーム作り

先ほどのレシピを見てもわ
かるように、櫛田の料理は大
らかだ。食材を買う時も、初
めからなにかを作ろうと決め
て買いに行くよりは、買い物
をしてから「これとこれを組
み合わせて作ってみよう」と

思いつくことが多い。
「僕はゼロからなにかを作
るより、今ある物をアレンジ

質な物を。肉や魚だけに偏ら

ないで、必ず野菜を入れるよ

する方が得意なんですよ。ハ
ンドボールだったら、新しく

る。なるべく高たん白で低脂

元フランス代表のヴォルは料理が得意
だった

うに。とくにヒザの大ケガを
してからは、科学的な根拠は
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今回はシリーズでお届けしているテーマの１つ『送球の昴』の料理編。北陸電力・櫛田亮介選手の料理へのこだわりから、
話はチーム作りへと発展していきます。

して、油で炒めて香りを

ないくらいに練り上げられた
コンビネーションがあった。
櫛田の言葉を借りれば「今ま
で培ってきた物を、練習でよ
りまろやかにしていく」感じ
でチームを作ってきた。実際
にトヨタ紡織九州の呉相民な
ども、北陸電力の阿吽の呼吸
を高く評価している。
しかし匠の技は世代交代に
弱い。しかも攻守両面でチー
ムを支えてきた神田が監督業
に専念したため、チームの戦
い方を根本から変えざるをえ
なくなった。赤塚孝治や切越
巧也といった若手を登用した
昨季は、日本リーグで 戦全
敗。北陸電力にとっては苦し
い１年となった。

僕はＨｏｎｄａにいたころ

と言なんだけど、とてもうれ
しかった。

ってくれて…。なにげないひ

「その食事の席で、ヴォル
が『クシは成長したね』と言

い雰囲気に包まれる中、櫛田
は食事の場をどう設定するか
に気を配った。
「コート上や練習だけでは
解決しきれないことってある
じゃないですか。今日の敗戦
を明日も引きずりそうだと思
った場合は、みんなで集まっ
て試合のビデオを見たりしま
す。若手がハンドボールの話
をしたそうであれば、ウチで
鍋をつつきながら海外の試合
の映像を見たりもします。
自分が飯の場を提供するこ
とで、後輩たちが素の部分を
さらけ出してくれたり、お互
いにハンドボールを考えるき
っかけになったらええかなと
思っています」
櫛田の原点にあるのは、Ｈ
ｏｎｄａ熊本時代のヴォルの
姿だった。
練習中はだれよりも厳しい
ヴォルだが、ひとたびハンド
ボールから離れると、面倒見
のいい親分だった。自宅にチ
ームメイトを招いては、フラ
ンス代表の話からくだらない
話まで、それこそいろんな話
を聞かせてくれた。
声をかける時も「来たかっ
たら来いよ」というスタンス
で、決して無理強いすること
はなかった。

よかったのかなと思う時があ

０％還元することを考えたら、
ギャーギャー言い続けた方が

自分のやってきたことを１０

やってきましたけど、純粋に
チームを勝たせるとなると、

はベンチにも入れなくて、Ｈ
ｏｎｄａ熊本でようやくヴォ
ルの隣を守れるようになって、
やっと認められたようなもん
ですから。あの言葉は記憶に
残っています」
チームに溶け込みながら、
それでいてどっぷりと色に染
まるわけでもなく、自分の経
験を伝えてきたヴォルのよう
なベテランになりたいと、櫛
田は思う。その一方で、マイ
ルドになりすぎた最近の自分
に疑問を感じる時もある。
「海外では言い合ったりす
るのが当たり前。でも、日本
で同じことをやると、周りが
引いてしまう。
そのあたりを踏まえて僕も

電力と櫛田に期待したい。

は社会人選手権の結果も出て
いる。新しいシーズンの北陸

この号が発売されるころに

ために、北陸電力はチームを
立て直してきた。

るんです。
『いろんな経験をして、い
ろんな伝え方を身につけた
ね』と評価してくれる人もい
ますけど、自分の中では『チ
ームの中で浮くのが怖くて、
自分に負けたんちゃうかな』
と思ったりもします。どっち
が正しいのかはわかりません。
でも、なんか自分が薄まった
ような気もするんですよ」
海外を経験した選手同士で
話をすると、必ずこの話題が
出てくるという。
◇
昨季はちぐはぐなプレーが
めだった北陸電力だが、最近
は少しずつ選手同士の意見交
換が増えてきた。不本意な成
績に終わった赤塚は本来のキ
レを取り戻すべく、ウエイト
トレーニングに励んでいる。
監督の神田は「判断に悔いを
残さないために」と、指揮官
や経営者の書を読み込んだ。
チーム最年長の櫛田は今季
からコーチ兼任の肩書きがつ
いたが、現役にこだわる姿勢
に変わりはない。これまで以
上のパフォーマンスを発揮で
きるよう日々努力している。
チーム全体で同じ絵を描け
るように、かつてのような阿
吽の呼吸をもう一度取り戻す
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食事の場を
大切にしたい

出す。

③火が通ったらカレー粉を

て、軽く塩、胡椒を振る。

入れる。味が足りなけれ

ば、塩、胡椒を追加。

14

④器に盛って、刻みネギを

散らしてでき上がり。

連敗続きでチームが重苦し

②や げ ん ナ ン コ ツ を 炒 め

プトに合わせて組み立ててい
ました。
北陸電力は、職人がそれぞ
れ自分の持ち場で腕を振るっ
て、その結果として『こんな
建物ができました』というチ
ームです。設計図はなくても、
職人たちがそれぞれの持ち場
で自分のベストを尽くした結
果、思いもかけない建物がで
きる。数年前にトヨタ車体に
勝ったのもその結果だったと
思います。
僕も北陸電力に入った当初
は戸惑いましたけど、今はど
っちもありなんやと思ってい
ます。どっちがいい、悪いは
ないですね」
ここ 年近く、北陸電力は
エースの神田友和を中心に、
ほぼ不動のメンバーで戦って
きた。お互いの癖はわかって
いるし、それこそ言葉はいら

①にんにくをみじん切りに

チームを立ち上げるよりも 、
今いる選手たちを見て『こ う
いう戦い方でやってみたら 』
と提案する方が好きですね 」
滋賀医大や大阪大など、 櫛
田が定期的に指導している チ
ームが結果を出しているの も 、
このあたりが理由なのかも し
れない。
初めから「こういう料理 を
作る」というやり方と、今 あ
る物で、いわゆる「まかな い
飯」を作るようなやり方と 、
料理には２つの方法がある 。
これはハンドボールのチー ム
作りにも似ている。
自身の経験を踏まえて、 櫛
田は言う。
「僕が最初に入ったＨｏ ｎ
ｄａは『こういうチームに し
たい』という設計図が最初 に
あって、それに合わせた選 手
を獲って、練習もそのコン セ

材料：やげんナンコツ、ネギ、塩、
胡椒、カレー粉、油

X
やげんなんこつの
カレー炒め

X
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北陸電力・神田友和監督（中央）。入社以来、チーム
の大黒柱だった

