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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

旅をしています(シドニー編)
11200 選択 goro 2012-05-19 20:09:51 返信 報告

みなさん こんばんは
 私は今シドニーにいます。ついにシドニーに辿り着くことができました。

 本当は事前にお伝えしたかったのですが、体調不良等の諸事情で今回も直前まで⾏くことの判断ができませんで
した(笑)。

 しかしながら、直前で何とか⾏く決断が出来ましたので、概略をお伝えします。
 現地で⾒て気が付いたこともあり、お伝えしたいことがあるのですが、今回はダイジェストで(笑)、お伝えしま

す。
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因みに今は21時です。⽇本は20時ですね。⽇本と殆ど時差が無いのは良いですね。
今⽇は天気がよく、紅葉交じりの秋晴れでした︕⽇本と季節が逆なのには不思議な感覚です。

まずは、クラウンストリートの「時間の翼」のジャケ写の建物です。
 直前の捜査で壁の⾊が違っていることに気付きましたので、ちゃんと間違いなく撮りました。

 クラウンストリートに辺りはオープンカフェが多く、私もお茶してゆっくり⼈の流れをみていました(笑)
 

Re:旅をしています(シドニー編)
11201 選択 goro 2012-05-19 20:15:20 返信 報告

次は教会です。
 今⽇はミサを⾏っていたので⼊って、

 旅の安全や世界中の皆さんが幸せになるようにと祈っていました。
 

Re:旅をしています(シドニー編)
11202 選択 goro 2012-05-19 20:16:51 返信 報告

これは、カナリアストリート︖︖(笑)です。
 ⾼い所から撮っているので、映像のようにはいきませんが、

 こんな感じで撮りました。
 

Re:旅をしています(シドニー編)
11203 選択 goro 2012-05-19 20:18:11 返信 報告
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次はエンガーディン駅です。
今回は⾞で移動しましたが、14時エンガーディン駅は譲れない事でした(笑)

 切符を買わなくてもホームに⾏けるので良かったです。
 駅舎は建て替えられてしまって、この時計も移設されたようです。

 

Re:旅をしています(シドニー編)
11204 選択 goro 2012-05-19 20:20:04 返信 報告

次はロイヤル国⽴公園です。
 ここは、かなりビックリしました(笑)。

 私とstrayさんが勧める場所はどうやらちがったように思えます。
 画像のように奥の道が左側に⾒えてしまっています。

 遠くから撮っても同じように⾒えます。
 それから、この道は坂になっているのです。

 

Re:旅をしています(シドニー編)
11205 選択 goro 2012-05-19 20:21:23 返信 報告

ロイヤル国⽴公園、泉⽔さんの写真で遠くに海が⾒える舗装された道は２つで、１つは前の画像
（GarieRoad）、もう１つはWattamollaRdです。

この画像はWattamollaRd(BerurumStevensDriveから⼊って約700m)のところです。
 望遠の関係でなかなか上⼿く撮れませんでしたが、低い⽊が続く平原がしばらく続いていたの

で、この場所が怪しいと思いました。
 坂道も無いし⾒通しも良いので・・・。

 あと、標識と右の路肩が舗装されていて左の路肩が舗装されていないのも決めてになるかもしれません。

以上で報告を終わりにします。急いで書いたので誤字雑事多いですが・・・
 明⽇もシドニー周辺にいて所要を済ませます。
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Re:旅をしています(シドニー編)
11208 選択 stray 2012-05-19 21:30:45 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

無事にお着きになりましたか︕ その前に無事に出発できましたか︕（笑）
 早速ダイジェスト・レポ、どうもありがとうございます︕

ロイヤル国⽴公園は、GarieRoadじゃなかったんですか︕ショックです（笑）。
 ん〜、納得いなかいなぁ（笑）。後でもっと⼿前から撮った写真をUpして下さいね〜。

でも、[11205]のWattamollaRdのほうが合ってるような気がします。
 ストビューで⾒るとこんな感じですが、先のほうに傾斜違いの箇所も⾒えます。

Re:旅をしています(シドニー編)
11209 選択 stray 2012-05-19 21:34:44 返信 報告

[11205]は⻩⾊ピンの場所だと思いますが、
 goroさんはここに⽬を付けてて予習されて⾏かれたのですか︖

> 14時エンガーディン駅は譲れない事でした(笑)

ぎゃはは、もしかしてgoroさんは「変なとここだわりあるO型」でしょうか（笑）。

気をつけてロケ地捜査して下さいね〜︕

Re:旅をしています(シドニー編)
11211 選択 チョコレート 2012-05-19 22:48:01 返信 報告

goroさん、所⻑さん、皆さん、こんばんは。
 なんと、goroさんからの⽣レポが届いているじゃないですか︕︕(笑)

 goroさん、出発できたのですね〜、良かった︕
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到着したと思ったら、さっそく捜査報告が･･･(笑)。
ジャケ写のお宅も、教会も、カナリア交差点も︕︕素晴らしい︕

 そして、
 >今回は⾞で移動しましたが、14時エンガーディン駅は譲れない事でした(笑) 

 ぎゃははは︕goroさんのこだわりが･･･(笑)。素敵です。
 そうですよね、14時エンガーディン駅、これは譲れないことでしょう(苦笑)。やっぱり、O型︖

ロイヤルパークは事前の捜査で判明した場所とは違うのですか︕びっくり･･･。
 詳しい捜査報告を待ちたいと思います。

goroさん︕今回も弾丸トラベルのようですから、くれぐれも無理なさいませんように･･･。
 旅の安全を祈っています。

 

Re:旅をしています(シドニー編)
11212 選択 goro 2012-05-19 23:02:19 返信 報告

staryさん こんばんは

ついにシドニーに辿り着きましたよ︕

今。緊急事態︖を克服してホッとしているところです(笑)
 シドニーの有料道路は今は殆ど電⼦化(⽇本で⾔うETC)されていて、更に悪いことに、現⾦

で⽀払う⽅法が無い有料道路が多いのです。
 その道路を昼間に通ってしまって、どこで払うのかわからないまま、シドニーの運転⽅法のＨＰを何気なく⾒ていたら、

上記のことがわかり、
 違反して通ってしまうと罰⾦だそうです・・・

 解決策は ビジターのE-PASSというのを48時間以内に買えば⼤丈夫とのこと、
今、英語のＨＰを必死に解読︖してネットでクレジットカード決済しました(笑)

 ホッとした・・・ やっぱりアメリカの⽅がいい・・・(笑)

前置きはこのくらいにして(笑) ロイヤル国⽴公園は初めから念のため、２つの道路を捜査するつもりでした。
 最初に⾏ったのがWattamollaRdで標識(ポール)と右の路肩の舗装と左の路肩の舗装を念頭にいどんだら、ビックリしまし

た（場所は特定していません）。
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ひょっとするとここかもしれないので、GarieRoadも念⼊りに調べた結果、添付画像のとおり、直線の道路が短く、更に
左に道路が曲がっているのが⾒えてしますのです。

 海に向かって下り坂でもあるので・・・。

14時の件、私は、出来るだけ近い状態に出来たらいいな〜と思うときがあります(笑)
 明⽇以降も気をつけて過ごします︕

 

Re:旅をしています(シドニー編)
11213 選択 goro 2012-05-19 23:08:02 返信 報告

チョコレートさん こんばんわ

ついてシドニーに辿り着きました。
 ハプニング等、良い事も悪い事も⾊々発⽣していますが(笑)、

 何とか克服しています。

現地で⾒ると、意外な発⾒もあり、今回もありました。
 後ほど、じっくり写真を⾒て、考察したいと思います。

無理をしないように楽しい旅をしたいと思います。

Re:旅をしています(シドニー編)
11217 選択 noritama 2012-05-20 08:39:45 返信 報告

goroさん おはようございます!

わ〜! シドニー⽣ダイジェストレポが続々と(^^) 
 ⼀気に⾊々巡ってますね。続きが楽しみです。

>今。緊急事態︖を克服してホッとしているところです(笑) 
 >シドニーの有料道路は今は殆ど電⼦化(⽇本で⾔うETC)されていて、更に悪いことに、現⾦で⽀払う⽅法が無い有料道路

が多いのです。 
 割と合理化が進んでいて、⾃⼒で観てまわる観光客にとってはちょっとした盲点ですね･･･

 (⾊々な⾯で⽇本も独特ですから、来⽇される外国⼈も同じようなこと多いかも(苦笑))
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レンタカー屋さんが気が利いていればなんですが、海外じゃなお更それは期待出来ませんね。
トラブルあると気分がへこみますから、解決されて良かったです。現地に⾏くと⾊々と勉強になりますね。

Re:旅をしています(シドニー編)
11219 選択 goro 2012-05-20 20:18:56 返信 報告

noritamaさん こんばんは

今⽇は少しですが、巡ってきました。後ほどお伝えしますね。
 おかげさまで、noritamaさんをはじめ、みなさんの捜査のおかげでこうして、ロケ地を効率よく巡ることができますの

で、いつも感謝しています。

旅はハプニングの付き物と始めから思っているものの、やはり不安になることもありますね。
 まぁ何とか⾃⼰解決しなければこの先進むことができませんので、⾟いときもあります。もっと英語ができればな〜(笑)

 とは⾔ったものの、悪いことだけでなく、良い事も沢⼭ありますので、やっぱり旅は楽しいものです。
 あと1⽇ですが、楽しく過ごします。

 

Re:旅をしています(シドニー編)
11220 選択 goro 2012-05-20 20:21:21 返信 報告

みなさん こんばんは

今⽇は少しですが、巡ることが出来ましたので、お伝えします。
 まずは、コンコードオーバルです。

 ラグビー場のようですが、プロの試合もあるようなので、きちんとした競技場です。
 ですから、開催時以外は閉鎖されていて中に⼊ることもできないのかな︖と半分諦めていまし

た。

しかし、奇跡がおこりました(笑) 丁度私が到着した頃に試合が終わっていたようなので、中に⼊ることができました。
 スタンド席は既に誰もいなくて係員の⽅に怒られないかヒヤヒヤしましたが、なんとスタンドの周りを1周することができ

ました。
 邪魔にならないように速攻で撮ったのであまり良く撮れていませんが、スタンドに⼊れて嬉しかったです。
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Re:旅をしています(シドニー編)
11221 選択 goro 2012-05-20 20:23:10 返信 報告

スタンド全体の画像です。
 泉⽔さんが座っていた席もあります。

 

Re:旅をしています(シドニー編)
11222 選択 goro 2012-05-20 20:25:23 返信 報告

次はキングスクロスです。
 ⽇が沈んだ頃に⾏ってきました。

 実を⾔うとコンコードオーバルではしゃぎすぎたせいか、⾜を捻挫してしまって、⾜をひきずり
ながらの捜査です(笑)

 海外で捻挫するなんて初めてです。
 建物は微妙に違っているので建て替えられてしまった可能性もあります。

 

Re:旅をしています(シドニー編)
11223 選択 goro 2012-05-20 20:26:46 返信 報告

これはヒースコート駅です。
 昨⽇⾏きましたが、載せるのを忘れてしまいました(笑)

 改札⼝がなく⾃由に出⼊りできるので、ロケがしやすそうですね。

以上が2⽇⽬です。
 明⽇は最終⽇です。楽しくのんびり過ごしたいと思います(笑)

 

Re:旅をしています(シドニー編)
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11224 選択 stray 2012-05-20 22:04:13 返信 報告

goroさん こんばんは︕

昨⽇は晴天でしたが、今⽇は曇り空ですね、最終⽇もお天気に恵まれるといいですね︕
 ⽇本は明朝、⾦環⽇⾷がありますが、関東の太平洋岸は残念ながら雲に覆われてしまう予

報です。

コンコードオーバルの中に⼊れましたか︕
 ゲート越しにカラフルなスタンドが撮れれば御の字かなぁと思ってましたが、goroさんは運が強いですね（笑）。

海外ではしゃぎすぎて⾜を捻挫って、泉⽔さんと⼀緒じゃないですか︕（笑）
 なんか羨ましい（笑）。

 明⽇の最終⽇もどうぞお気をつけて︕
 

Re:旅をしています(シドニー編)
11225 選択 noritama 2012-05-20 23:23:34 返信 報告

goroさん こんばんは!

>実を⾔うとコンコードオーバルではしゃぎすぎたせいか、⾜を捻挫してしまって、⾜をひきずりながらの捜査です(笑) 
 >海外ではしゃぎすぎて⾜を捻挫って、泉⽔さんと⼀緒じゃないですか︕（笑） 

 >なんか羨ましい（笑）。 
 ありゃりゃ(^^; お⼤事に･･でも残り1⽇楽しんでくださいね。トラブルも話題・思い出ですから。

>ロイヤル国⽴公園、泉⽔さんの写真で遠くに海が⾒える舗装された道は２つで、１つは前の画像（GarieRoad）、もう
１つはWattamollaRdです。 

 SH2012の映像では(GALLERYの映像で再確認しました(笑))
左が茶⾊路肩､右がグレー路肩。

 グレーの路肩がはじまる反対(左)側の茶⾊路肩に⽩いポール。
 海と道路の間に幅のある緑･･･ようは⻑い直線道路で、先は下りなのか、道路の奥の先が途中から⾒えない、そこに緑があ

る感じでした。
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左右はそれほど⾼くない雑⽊って感じでした。
[11205]がすごく近いみたいですよ!

 

Re:旅をしています(シドニー編)
11235 選択 goro 2012-05-21 16:44:20 返信 報告

strayさん noritamaさん こんにちは

昨⽇は疲れ果てて︖しまって出発の準備をして、少し横になったら眠ってしまい、気が付いた
ら1時でした(笑)

今⽇は朝7時に起きて、電⾞に乗ってウォーターホール駅とヒースコート駅に⾏き、午後はパー
クハイアット周辺に⾏きました。

昨⽇もそうだったのですが、昨⽇コンコードオーバルで捻挫した⾜⾸が1回り⼤きく、今朝になって⻩疸のようになってい
たので、⾜を引きずりながら︖の捜査でしたが(笑)、

 湿布を２枚貼ったせいか(笑)午後からはずいぶんよくなりました。

strayさん、コンコードオーバルの時だけ雲いきが怪しくなって、少し⾬が降ってきました。少しぬれた芝⽣に⾜を滑らせ
てしまいました(笑)。
しかしながら、普段は閉⾨されている競技場が空いていて運が良かったです。急いで撮りましたので上⼿くは撮れていま
せんが、別のショットもありますので、後ほどお伝えします。

noritamaさん、ロイヤル国⽴公園は10年も経つと⽊々が育って少し⼤きくなったり、舗装も変わる可能性があるから、難
しいですね。ポールとかもっと⽬印があればよいのですが、後はSH2012の映像が⼿に⼊ると、検証しやすいですね。

 後ほどよくみてみます。

Re:旅をしています(シドニー編)
11236 選択 goro 2012-05-21 17:13:02 返信 報告

みなさん こんばんは

今⽇は最終⽇です。
 今、空港にいてのんびりしています。
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2泊5⽇の弾丸トラベラーでしたが、⾊んな所をまわれて楽しかったです。
そう⾔えば、⾦環⽇⾷はどうでしたでしょうか︖気になりますね〜(笑)

今⽇は午前中に電⾞に乗ってウォーターホール駅とヒースコート駅に⾏ってきました。
 電⾞に乗って1時間ほどで着きましたが、⽥舎町でのんびりしていてよいものです。

この画像はＰＶでは⾞窓からのシーンですが、今の新しい電⾞は防犯のために、運転席の窓が
⽬隠しされていて⾒えない状態です。

 ということで、ホームから撮ってみました(笑)
 

Re:旅をしています(シドニー編)
11237 選択 goro 2012-05-21 17:17:28 返信 報告

これは⾞窓からの⾵景です。
 これも撮ってみたかったんですね(笑)

 

Re:旅をしています(シドニー編)
11238 選択 goro 2012-05-21 17:18:33 返信 報告

ヒースコート駅ではこんな写真もありましたね。

Re:旅をしています(シドニー編)
11239 選択 goro 2012-05-21 17:23:35 返信 報告
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午後にはシドニーに戻り、パークハイアットホテル周辺に⾏きました。
ホテルの中に⼊って裏⼝︖からでたら、

 私がまだ場所をよく理解していないこのショットの場所に着きました。
 かなりラッキーです(笑)

 １０年位経つので、微妙にデッキ等の様⼦が変わっていますが、
 この場所だと思います。

 

Re:旅をしています(シドニー編)
11240 選択 goro 2012-05-21 17:25:15 返信 報告

それから、近くにこんな場所もありました。
 以上、駆け⾜で記載したので誤字雑事ありますが(笑)、何とか巡ることができて良かったです。

まだ詳しく撮った画像を⾒ていないので帰国してから、検証してみたいと思います。
 今から出国⼿続きを⾏います。

 

Re:旅をしています(シドニー編)
11241 選択 stray 2012-05-21 18:38:43 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

まず、⽇本の⾦環⽇⾷ですが、私のところは雲⼀つない快晴でしたが
 ⾦環⽇⾷帯に⼊っていないので、TVの⽣中継にかぶりついてました（笑）。

関東の太平洋岸は雲に覆われたものの、雲の隙間からバッチリ⾒えましたよ〜︕
 削除されないうちにどうぞ︕（笑）

 http://www.youtube.com/watch?v=pWFx0sQiBew

Re:旅をしています(シドニー編)
11242 選択 stray 2012-05-21 18:47:29 返信 報告
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> ホテルの中に⼊って裏⼝︖からでたら、 
> 私がまだ場所をよく理解していないこのショットの場所に着きました。

えっ︕知らなかったんですか︕困るなぁ（笑）。

ここはだいぶ前（http://zard-lab.net/pv/8997.htm #9104）に、ドルちゃんが発⾒し
て

 そのおかげで泉⽔さんが泊られたホテルを割り出すことができたのです。
 ちょっと⾓度が違いますがドンマイですよ︕（笑）

Re:旅をしています(シドニー編)
11243 選択 stray 2012-05-21 18:56:45 返信 報告

> これは⾞窓からの⾵景です。 
 > これも撮ってみたかったんですね(笑)

ぎゃはは、まさか今⽇も電⾞に乗ってロイヤル国⽴公園⽅⾯に出かけるとは思ってませんでした。

撮り⽅うまいですね〜、バッチリじゃないですか︕
 B社の撮影班より上⼿です（笑）。

Re:旅をしています(シドニー編)
11244 選択 stray 2012-05-21 19:05:51 返信 報告

ここは⽇陰だったのを割り引いても、15年の歳⽉を感じさせますねぇ（笑）。
 アングルはバッチリです。

アっという間の3⽇間でしたが、どうやら無事︖に⽇本に戻れそうで何よりです。
 気をつけて帰って来て下さい︕

 詳細レポ楽しみに待ってま〜す︕（笑）
 

Re:旅をしています(シドニー編)
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11250 選択 goro 2012-05-22 10:18:16 返信 報告

strayさん みなさん おはようございます。

早朝に無事に⽇本に着きました。
 ⾏きもそうだったのですが、⾶⾏機は空いていて、

 真ん中の４つのシートでごろ寝することができて、
 ⾷事以外ずっと眠っていて、あっという間に⽇本に着きました(笑)

今回の旅も弾丸トラベルで、急いで撮った所もあり、アングルがずれているところもありますが、
 ⼀応私が⾏こうと思ったところ全てを⾒ることができて嬉しかったです。

 これもstrayさんをはじめみなさんのおかげでございます。
 おかげさまで効率よくみることができたと思っています。

 後に詳細をお伝えしますね
 

お帰りなさい︕
11251 選択 stray 2012-05-22 12:43:46 返信 報告

goroさん、無事のお帰り何よりです。
 ⾶⾏機は貸し切り状態だったようですが（笑）、２泊５⽇の弾丸トラベルどうもお疲れさまでした︕

すべて廻ることができ、しかもお天気にも恵まれて（3⽇⽬は抜けるような⻘空ですね）
 若⼲トラブルがありましたが、シドニーは1回きりで済みそうな感じですね（笑）。

とにかくゆっくり休んで、旅の疲れを癒して下さい。
 

Re:お帰りなさい︕
11256 選択 noritama 2012-05-22 17:57:23 返信 報告

goroさんお帰りなさい!
本レポ楽しみー(^^

 ⾜の調⼦はどうですか︖
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Re:お帰りなさい︕
11257 選択 チョコレート 2012-05-22 18:10:17 返信 報告

goroさん、お帰りなさい︕︕(笑) お疲れさまでした︕
 goroさんがオーストラリアから無事に帰国されてほっとしました。

 そういえば、捻挫をされたとか･･･かなり腫れたようですが、その後、⼤丈夫でしょうか︖

今回も弾丸トラベルだったので、お疲れでしょうね。
 とりあえず、レポの前に、ゆっくりと休んでくださいね。

 レポはのんびりと待つことにします(笑)。
  

Re:お帰りなさい︕
11260 選択 goro 2012-05-22 21:45:36 返信 報告

strayさん、noritamaさん、チョコレートさん こんばんは

何とか無事に戻ってきました(笑)
 ハプニング等⾊々ありましたが、総じて楽しい弾丸トラベルでした。

 画像を再確認して、後にあらためて報告しますね。
 全てまとめて報告すると時間がかかってしまいますので、⼩出しに報告しますね(笑)。

 まずは、CrownSt関連を報告する予定です。この場所は実際⾒て回るとあらたな発⾒をしまし
た。

strayさん、シドニーの天気はコンコードオーバルの時以外はカラッと晴れていました。
 そう、⾦環⽇⾷の映像、ありがとうございました。

 東京は曇りだったけど、何とか⾒れてよかったですね。今⽇の天気だったら全くわかりませんものね。
 今⽇はゆっくりしていましたので、明⽇からは通常の⽣活に戻ります(笑)

noritamaさん、ギャラリーで、ロイヤル国⽴公園の映像を⾒て下さってありがとうございます。まだ詳しく画像をみてい
ませんが、この場所だったらいいなと思っています。
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⼩出しになってしまいますが、後に報告しますね。
シドニーも結構⾊んな場所があるのですね。

チョコレートさん、捻挫については、⾜⾸周りを測ってみたら、右⾜⾸が左⾜⾸よりも１．５センチ太くなりました
(笑)。

 だから、念のため今朝整形外科に⾏って診察してもらいました。
 結果は⾻にヒビも⼊ってなく１週間ほどゆっくりしていれば腫れも引くようで、沢⼭の湿布をもらいまいした(笑)。

 痛みは徐々にひいていますので、このままゆっくりしていたら治りそうです。
 場所は違ってもはしゃいで泉⽔さんと同じ事をするなんて、嬉しんだか恥ずかしいんだか・・・(笑)

 でも、総じて楽しい弾丸トラベルができました。懸案だったオーストラリアにも⾏けました。
 

Re:お帰りなさい︕
11262 選択 MOR 2012-05-23 04:03:10 返信 報告

goroさん、お帰りなさい。
 ハプニング話と共にレポートを楽しみにしています。

  
 読むだけ担当のMORより（笑）

  
 

goroさん お帰りなさい︕
11265 選択 pine 2012-05-23 11:43:19 返信 報告

goroさん お帰りなさい︕(^^)

現地から⽣レポ書いてくださっていたのに、ちょっとバタバタしていてレスできなくてすみませんでした。m(__)m
 でも、拝⾒していましたよ。(^^)

若⼲ハプニングもあったようですが、かなり充実したロケ地巡りができましたね。
 過去のトラウマは消えましたか︖（笑）

 ⾜も⾻に異常がなくてよかったです。捻挫も治し⽅が中途半端だと後々ひびきますので、じっくりと治して下さいね。
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⽣レポの写真を拝⾒していると、テンション上がりますよ〜。(^^)
コンコルドオーバルに⼊れた︕︕なんて、goroさんも持ってますね〜（笑）

既に今⽇から通常通りとのことですが、まずはお⾝体を休めて下さいね︕
 詳細レポはのんびりと、でも楽しみに待ってま〜す︕(^^)

 

Re:goroさん お帰りなさい︕
11279 選択 goro 2012-05-23 21:17:06 返信 報告

MORさん pineさん こんばんは

何とか無事に戻ってきました。

MORさん、間もなくCrownSt編が完成します。
 急ぎ⾜で記載するので、読み⾟いと思いますが・・・

pineさん、今回の旅は過去のトラウマである、なかなか⼊国させてくれない嫌なイメージを払拭したのですが、やはりハ
プニングが起こりました(笑)。

 とは⾔ったものの、通常⼊ることができないコンコードオーバルに⼊れたことも奇跡だったり、良いこともありました。
 少しずつですが、報告しますね︕
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