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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ロサンゼルス︕
7096 選択 goro 2011-05-25 20:53:29 返信 報告

みなさん こんばんは

私は5⽉の上旬に所⽤でロサンゼルスに⾏くことができました。既に簡単に報告はしていますが、よう
やくまとめる状況になったので、報告します。何とかライブまでに間に合って良かった・・・。

まずは、ロサンゼルス郊外にあるエルミラージです。
 エルミラージは昔報告しましたが、少し状態が変わっていたのでお伝えします。

 廃墟になったガソリンスタンドの近くにリース物件の看板が⽴てられていました。
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何てことを・・・。
少しずつ変化はしているものの、寂しい気がしました。

 

ロサンゼルス︕②
7097 選択 goro 2011-05-25 20:54:26 返信 報告

⼀応、今回もジャケ写の位置の辺りを撮ってみました。
 ⼤よその場所はつきますが、少しずつ様⼦が変わっていますから、難しいですね。

 

ロサンゼルス︕③
7098 選択 goro 2011-05-25 20:55:42 返信 報告

次はメルローズ通り付近のジョギングシーンです。
 事前にもみなさんとともに捜査はし、判明出来て嬉しく思っていました(私は何の貢献もできま

せんでしたが・・・)。特にpineさんやstrayさんや⿊杉さんは良くぞ⾒つけて下さった︕と感
謝の気持ちでいっぱいでございます(笑)

 

ロサンゼルス︕④
7099 選択 goro 2011-05-25 20:56:35 返信 報告

当時の映像と⽐べると⽊が少ないように思えますが、現地に⾏って⾒てみるとやはり⽊が無くなってしまった所があり、
 植樹している⽊もありました。だから前の画像は微妙に違いますね。
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ロサンゼルス︕⑤
7100 選択 goro 2011-05-25 20:57:15 返信 報告

右奥に縦の棒のようなものがあり、何なのかと調べたら、遠くの交差点の標識の棒でした。

ロサンゼルス︕⑥
7101 選択 goro 2011-05-25 20:57:58 返信 報告

こちらが、泉⽔さんの⽬線です。
 メルローズ通りに向けて⾛っていたのですね。

ロサンゼルス︕⑦
7102 選択 goro 2011-05-25 20:58:52 返信 報告
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他にもこんなシーンがありましたね。
⺠家に向けて撮っているので、⻑時間の捜査は近隣の⽅々に迷惑になるので、控え⽬です。

 ゴミ箱、邪魔〜(笑)

ロサンゼルス︕⑧
7103 選択 goro 2011-05-25 20:59:44 返信 報告

他にもこんなシーンがありました。
 ⺠家に向けて撮っているので、⻑時間の捜査は近隣の⽅々に迷惑になるので、控え⽬です。

ロサンゼルス︕⑨
7104 選択 goro 2011-05-25 21:04:03 返信 報告

こんなシーンもありました。
 ⾞が邪魔です(笑)。

ロサンゼルス︕⑩
7105 選択 goro 2011-05-25 21:05:13 返信 報告
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次にこのシーンか「⾵が通り抜ける街へ」ＰＶの⾵船がパーキングメーターにくっついて揺れ
ているシーンです。

 泉⽔さんがジョギングで真っすぐ⾏くとメルローズ通りに⾏くことになり、信号を渡るとすぐ
にこのパーキングメーターがあります。

 あまり上⼿く撮れませんでしたが、だいたいこんな感じです。
 因みにパーキングメーターがクレジットカード対応になっていました。

 前はデジタル式、泉⽔さんの撮影の頃はアナログ式、時代が変わっているのですね〜(笑)
 

ロサンゼルス︕⑪
7106 選択 goro 2011-05-25 21:05:59 返信 報告

次は泉⽔さんが消⽕栓付近でスーツケースに座っているシーンです。
 前からこの場所を⾒てみたかったのですが、なかなか探せなくて・・・。

 そしたらpineさんが探し当てて下さりました。
 ジャケ写のメルローズリカーのすぐ側だったとも気付かす、灯台もと暗しです(笑)

 

ロサンゼルス︕⑫
7107 選択 goro 2011-05-25 21:06:47 返信 報告

泉⽔さん⽬線です。
 メルローズリカーの⽅向を⾒ていますね。

 

ロサンゼルス︕⑬
7108 選択 goro 2011-05-25 21:07:23 返信 報告
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新しく発売された写真集にこんなシーンがありました。
消⽕栓の近くです(笑)

 因みに、当然ながらこのＢＭＷは私が乗っていた⾞ではありません(笑)
 ⾞がもう少し前に停まっていると原画に近づきます。

 

ロサンゼルス︕⑭
7109 選択 goro 2011-05-25 21:08:24 返信 報告

次に、サンタモニカピアへ移ります。
 サンタモニカピアでは「あの微笑みを忘れないで」の１シーンがあります。

 殆どはサンフランシスコなのに何故、このシーンだけ、サンタモニカ︖︖
 ｓｔｒａｙさんが仰る通り、ロケハンの関係ですかね〜

 ドルチェさん、よくぞ⾒つけて下さいました。普通サンフランシスコを探しますものね。。
 少しずれて撮ってしまいました(笑)

 

ロサンゼルス︕⑮
7110 選択 goro 2011-05-25 21:09:15 返信 報告

これは「⾵が通り抜ける街へ」の観覧⾞です。
 こちらもドルチェさん、鋭い勘ですね〜(笑)

 位置が少しずれていますね。
 私が撮ったのは午後なので、影になっています。

 実際に撮ったのは午前︖
 

ロサンゼルス︕⑯
7111 選択 goro 2011-05-25 21:10:37 返信 報告
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最後にベニスビーチです。
strayさんに新しい写真集に載っているベニスビーチ付近の監視⼩屋を撮ってきてねとのことだ
ったので、撮ってきました(笑)

 写真集に写っているのは19の監視⼩屋で、最初、この撮った画像は10にしか⾒えなかったの
ですが、辺りを捜すと19はなく、よく⾒ると数字のペンキがが剥げていて10に⾒えるのでし
た。

ロサンゼルス︕⑰
7112 選択 goro 2011-05-25 21:15:18 返信 報告

⾓度を変えると19です。
 ⼩屋の形状が微妙に変わっているのは、古くなって建て替えられてしまったかもしれないです

ね。
 

ロサンゼルス︕⑱
7113 選択 goro 2011-05-25 21:16:10 返信 報告

この画像は泉⽔さんの⽬線です。
 私も撮影時期と思われる⼣暮れに⾏き、撮りました。

 ベニスビーチがキラキラしていて⼣⽇が綺麗でした。

以上で簡単ですが、報告を終わりにします。
 

Re:ロサンゼルス︕
7125 選択 pine 2011-05-26 10:24:15 返信 報告
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goroさん こんにちは︕
ロスのレポート、待ってましたよ︕(^-^)

エルミラージは３度⽬︖でしょうか︖⾏かれるたびに新たな発⾒がありますね。
寂れたガソリンスタンドが、リース物件になってしまってるんですね。

 借り⼿が⾒つかると建て換わってしまうのかな︖寂しいですね。

ジョギングシーンも撮影しにくい状況で、たくさん撮ってきてくださって嬉しいです。(^-^)
 ⾼級住宅街でジョギングは気持ちがいいでしょうね。しかし、停まっている⾞が⾼級⾞ばかり…

 メルローズ通りのお店も、変化が激しいみたいですね。ストビューで⾒るのとも異なっていますし。
 消⽕栓も撮ってきて下さってありがとうございます。

 いつもながら、泉⽔さん⽬線の写真が嬉しいですね。(^-^)

短期間にかな〜り移動されて、⼤変だったのではないですか︖
 でも、goroさんのおかげで、⾏った気持ちになれました。レポートありがとうございました。m(^-^)m

 

Re:ロサンゼルス︕
7128 選択 チョコレート 2011-05-26 12:22:08 返信 報告

goroさん、皆さん、こんにちは︕
 昨夜、 goroさんのロスのレポートがアップされているのを静かに⾒守っていた︖チョコです(笑)。

 素晴らしい︕︕

突然、ジョギングシーンのロケ地が判明して、直後にこのgoroさんの弾丸ツアー︖
 何かに導かれているとしか考えられないですよね(苦笑)。

エルミラージに毎年︖goroさんに⾏ってもらっている気がしますが、徐々に変わりつつあるのが寂しいです。
 寂れたガソリンスタンド、いっそのこと、Z研で借りてしまうのはいかがでしょう︖︖(笑)

これは、ぜひ残して欲しいです。

ジョギングシーンも⼀歩間違えば怪しい⼈ですから、そんな状況でたくさん撮ってきてくださって、本当に感謝︕感謝︕
です。

 毎回、泉⽔さん⽬線の写真を拝⾒できて、あ〜、こんな⾵景を泉⽔さんは⾒て居たんだなぁ･･･と思って、うれしく、ちょ
っぴり悲しい気持ちにもなったりするのですが、貴重ですね。本当にありがとうございます。
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明⽇はいよいよ武道館ですね。もちろん、goroさんも参加されるのですよね︖
ロケ地映像を⾒ると、いろんな感情が⼈⼀倍わきあがってくると思います。ぜひ、楽しんできてくださいね︕

Re:ロサンゼルス︕
7131 選択 ドルチェ 2011-05-26 12:46:14 返信 報告

goroさん、pineさん、チョコちゃん（お久しぶり〜︕）こんにちは︕ お昼休みにカキカキしてまーす。

goroさん、ロサンゼルスレポありがとうございます︕︕
相変わらずのばっちりショット満載で嬉しくなっちゃいます(*^^*)

海外のロケ地が判明すると絶〜対、goroさんが現地の写真を撮ってきてくれるんですよね。
 ⾏きたくても海外には簡単に⾏けない⾝として、これほどありがたくて嬉しいことはないですよ〜︕

 というか外国どころか、国内でも未だに⾏けてませんから(苦笑)

今回は、アノ︕ジョギングシーンはじめ、メルローズ通りや観覧⾞の写真まで︕︕
 そして、goroさんと⾔えば、泉⽔さん⽬線の写真︕︕ このシリーズ⼤好き︕ これだけでまとめて欲しいくらいです︕

(笑)
 本当に泉⽔さん⽬線の写真を⾒ると、その時泉⽔さんが何を⾒て何を感じていたのか、

 少しだけ私も感じることができるような気がするんです。

私もきっといつか、goroさんの詳細レポをたよりに、海外の泉⽔さんの軌跡を訪ねる旅をしてみたいと思っています︕
 また海外モノで何か発⾒できたら、お願いしますね〜︕(笑)

Re:ロサンゼルス︕
7143 選択 goro 2011-05-26 23:50:31 返信 報告

pineさん チョコレートさん ドルチェさん こんばんは

明⽇のライブに間に合わせるために、急いで書いたので、今⾒直していると、かなり焦ってい
たのか誤字雑事ばかりで、恥ずかしい限りです(笑)。

 本当はもっと丁寧に書きたかったのですが、時間がせまってしまって・・・。
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pineさん、エルミラージのガソリンスタンドは泉⽔さんがお亡くなりになる前からちょこちょこ⾏っています。だんだ
ん、廃墟が進んでいるのに残念な気持ちでございます。周りが荒野で⼈もまばらだからどうしてもお客さんは少なくなっ
てしまうのかな︖ 隣のお店もつい最近、閉まってしまったので・・・。いつまでも⾯影は残って欲しいものです。ジョ
ギングシーン、実は私、ジャージを着て早朝に⾛ってみました(笑)。短い距離でしたが、泉⽔さんの気持ちになって⾛っ
てみました。清々しい気持ちになれましたよ。⾒つけて頂いたおかげで⾛ることができました。ありがとうです。

チョコレートさん、今回もある意味弾丸旅でしたけど(笑)、予定よりロサンゼルスに1⽇多くとまることができたので、
⾊々と⾒て回ることができました。そうですね、あのガソリンスタンド、借りるといくらなんでしょうね︖ ジョギング
シーンでずっと⺠家に向けてを撮るのは難しかったので、こそっと撮りました(笑)。 ロクブリュヌみたいに街全体が観
光名所になっているわけではないですからね。明⽇は武道館です。休暇を頂いて朝から新宿→六本⽊→武道館の順に⾏こ
うと思います。この数年でみなさんと共に探したロケ地を⾒ながら楽しんでこようと思います。

ドルチェさん

今回もタイミングよく前から⾏こうとしていた場所にロケ地判明の吉報があって、⾏くことができました。今回の訪⽶は
既に1⽉に航空券を発券していたので、本当にタイミング良かったです。以前⾒つけて頂いた観覧⾞やサンタモニカピアは
⾏ってみたかったというか。絶対外せませんでした(笑)。ありがとうです。

 泉⽔さんがロケしていた場所で同じ⽬線で周りを⾒ると、泉⽔さんが何を思っていたのか︖感じとりたかった・・・のが
始まりで、いつしか出来るだけ泉⽔さん⽬線の写真も撮るようになりました。ピンポイントとまでは⾏きませんが、泉⽔
さんが⼤よそ⾒ていた⾵景を⾒て、撮って、ドルチェさんやpineさんやチョコレートさんもみなさんも同じような気持ち
になって頂ければと思っていました。ドルチェさんも同じ気持ちになって頂けて光栄です。

 そうそう、１つ忘れてました。資料を持っていかなかったので、全然ピンポイントではありませんが、確かこの画像のよ
うな⾵景が「息もできない」にあったような気がします。場所はサンタモニカピアの観覧⾞の近くです。
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