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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

写真集「10°~decimo~」ロケは2001年5⽉
11577 選択 stray 2012-06-02 15:04:52 返信 報告

皆さんこんにちは。

モバイルFCサイトが更新され、「スタッフ⽇記」は10°~decimo~のイタリアロケに関してです。

2001年5⽉の撮影で、ミラノ泊、⾞で⽚道２時間かけてジェノバ⽇帰り、
 翌⽇はミラノ市内でロケだったそうです。

ドルちゃんとgoroさんが喜びような記事ですよ〜︕（笑）
（軽チャー）                     
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Re:写真集「10°~decimo~」ロケは2001年5⽉
11579 選択 stray 2012-06-02 15:47:47 返信 報告

 
発売は2001年11⽉21⽇です。

 

Re:写真集「10°~decimo~」ロケは2001年5⽉
11581 選択 狐声⾵⾳太 2012-06-02 18:07:46 返信 報告

2007年の第4刷を持っています。
 ジェノヴァではヴォーカル・レッスンを受けたと有りますね。

 でも、それらしい写真はマイクを持っている所と、ピアノの上に「果てしない夢」の譜⾯が乗っている所、位でしょう
か。

 ＣＤショップでの写真は数枚有るのに、少ない気がする。

Re:写真集「10°~decimo~」ロケは2001年5⽉
11582 選択 stray 2012-06-02 19:35:09 返信 報告

> ジェノヴァではヴォーカル・レッスンを受けたと有りますね。 
 > でも、それらしい写真はマイクを持っている所と、ピアノの上に「果てしない夢」の譜

⾯が乗っている所、位でしょうか。 
 > ＣＤショップでの写真は数枚有るのに、少ない気がする。

確かに少ないですね・・・
 レッスンなので遠⽬から撮ったと、スタッフ⽇記に書いてありました。
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「果てしない夢」の譜⾯は、ヴォーカル・レッスンの教材です。

Re:写真集「10°~decimo~」ロケは2001年5⽉
11583 選択 stray 2012-06-02 19:39:39 返信 報告

ヴォーカル・レッスンの様⼦が、B-TOWN Vol.8に載っています。

ヴォーカル・レッスンというよりは、地元ミュージシャンとのセッションだと書いてありますね。

ところが、スタッフ⽇記にはそのような記述は⼀切なく、
 発声と呼吸のレッスンを１時間ほど・・・とあります。

Re:写真集「10°~decimo~」ロケは2001年5⽉
11594 選択 ドルチェ 2012-06-02 23:13:27 返信 報告

ストちゃん、みなさん、こんばんは︕

> ドルちゃんとgoroさんが喜びような記事ですよ〜︕（笑） 
 ストちゃん、ありがとうございます︕「10°~decimo~」ロケ話、早速読んできましたよ︕ 

ほぅほぅ、イタリアロケは2001年の5⽉だったんですね。
 出版まで意外とスピーディに仕上がっているようですね。って普通こんなものなのかな︖

10°~decimo~は、発売されて結構すぐ買ったのですが、
 なんとその約1年後に、ロケ地を訪ねてイタリアに旅⾏しました︕(2002年9⽉末〜10⽉初め)

 といっても、goroさんのように事前に緻密なプランを⽴てていたワケでもなく、⼀⼈旅も怖かったので(笑)イタリア縦断
ツアーに参加して、

 その結果ロケ地はミラノだけしか訪ねてないんですけど(笑)

でもミラノでは、泉⽔さんの軌跡を訪ねてドゥオモにガッレリア、それからスフォルチェスコ城の噴⽔や公園などほとん
ど⾏きましたよ〜(^^)
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構図とかはめちゃくちゃなのですが、とりあえず写真を載せてみます(笑)
この時は、まだデジカメを持ってなく写真をデジカメでパチリしたものなので画質も超悪いけど雰囲気だけでも(笑) 

上︓ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリア
 下︓泉⽔さんが⽴ち寄ったCDチョップ  

 

Re:写真集「10°~decimo~」ロケは2001年5⽉
11595 選択 ドルチェ 2012-06-02 23:17:48 返信 報告

続きです。

上︓ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリア正⾯⼊り⼝
 下︓分かりにくいけど奥〜の⽅に、スカラ座。しかも⼯事中(笑) 

 

Re:写真集「10°~decimo~」ロケは2001年5⽉
11598 選択 ドルチェ 2012-06-02 23:35:02 返信 報告

続きです。

上︓スフォルチェスコ城のそばの公園。名前は忘れました(汗)
 下︓その公園内にあるベンチ。

ベンチに座っているち〜っこく写っている⼈は、実はドルチェです(笑)
 これがね、今思い出しただけでも笑っちゃうくらい⼤ウケなことがあって︕(笑)

写真集にもあるカッコ良くベンチに座る泉⽔さんのなりきりを撮りたくて、
 近くにいた現地のおじさんに写真撮ってください︕と適当なイタリア語でお願いしてカメラを預けた

ら、
 その⼈、カメラを持ってダァーって遠くに⾛って⾏ってしまったので、ありゃ、持ち逃げされた︕(><)と真っ⻘になって
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いたら、
随分と離れた場所でおもむろに振り向いて、ハイチーズもなしにパチリと激写してくれました。その写真が下のこれです
(笑)

 ブレてるわ斜めってるわで、おじさん写真のセンスなさすぎでしょ(笑)
 

Re:写真集「10°~decimo~」ロケは2001年5⽉
11599 選択 ドルチェ 2012-06-03 00:08:57 返信 報告

続きです。

前のなりきり写真が余りにもひどかったので、リベンジです︕(笑)

ドゥオモの正⾯階段に座って、なりきり︕
 この時は、服装も微妙に泉⽔さんの真似っこしてみました(笑) 

 ネ︕シューズと⿊パンツとかそれっぽくないですか〜︖
 シャツも⽩⾊を着ていたのですが、なりきりより寒さに負けてジャケットを着ちゃいました(^

^;)

んで︕もうみなさんお分かりだと思いますが、
 ドゥオモの正⾯がなんと全⾯⼯事中でダサい囲いがしてあって、荘厳な正⾯壁はチラリとも⾒えませんでした。。

 ぎゃはは︕これはもう笑うしかナイ︕･･･とほほ。

まぁ、今となっては、こういうハプニングも含めて全ていい想い出になっています(*^^*)

-------

こんな感じで、
 泉⽔さんが亡くなる前は、私もまだまだ若くて今より⾏動⼒もあったし⾊んなロケ地を訪ねて廻りました。

 その当時は、泉⽔さんがいた場所と同じ所に⽴てるということがただただ嬉しくて感動、という感情しか湧いてこなかっ
たけど、

 今もしまたその時と同じ場所を訪れることができたとしても、前に訪れたときと全く同じ気持ちにはもうなれないんだろ
うなぁ･･なんてふと考えることがあります。

 当時はロケ地ではいつも嬉しくって⼤泣きしていたんだけど、今だと涙も全然違う意味で出ちゃうんだろうな。。
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な〜んて、楽しいイタリアの話からお得意の脱線しまくりで、最後ちょっと湿っぽくなってしまいましたね、ゴメンなさ
い︕(苦笑) 

それでは、なりきり写真への厳しいツッコミ等お待ちしております︕ぎゃはは︕(笑)

Re:写真集「10°~decimo~」ロケは2001年5⽉
11608 選択 goro 2012-06-03 10:54:50 返信 報告

strayさん ドルチェさん こんにちは

strayさん「10°~decimo~」ですか︕
 ニースから⾞で⽇帰りでジェノバへ⾏った時の頃が懐かしいです︕

 初めてノートＰＣ持参でリアルタイムでお伝えしたことが楽しかったですね。
 ジェノバのボーカルレッスンを⾏った教会は⼊場禁⽌になっていて、かろうじて⼯事中の出⼝の扉が開いている時に⼀部

の教会の中のロケ地が⾒えたのが印象的です(笑)

ドルチェさん ミラノのレポートをありがとうございます。
 ここ数年のＰＣ関連の発達は凄いですね。

 グーグルマップもそうですけど、デジカメも進化しましたね（笑）
 私も昔は普通の写真機で撮っていましたよ。

 ミラノは古い建物が多くて、⽇本にはない街並みが素敵ですね。
 やっぱり泉⽔さんと同じ場所に⾏って、物思いに考えるは良いことですね。

 ⼼がリフレッシュできます。
 

ドルちゃ〜ん︕
11609 選択 チョコレート 2012-06-03 10:55:13 返信 報告

所⻑さん、ドルちゃん、goroさん、皆さん、こんにちは︕
 週末、私がここを⾒れない間に、いろんな話題で賑わっていますね〜。

 BLEND Ⅱのロケの話題も気になって仕⽅ないのですが･･･(苦笑)
 ここにはなんと︕ドルちゃんのなりきり写真がアップされてるではありませんか︕(笑)（◎ー◎︔）

 すごーい︕マネっこしてる︕︕
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公園のベンチの写真････ぎゃははは︕おかしすぎる(笑)。
カメラを持ってダッシュするおじさんを想像して、おなかが痛くなるほど笑いました(苦笑)。

 ⼯事中のドゥオモ正⾯も･･･残念でしたねぇ。せっかくミラノまで⾏ったのに。
 でもでも、なりきりっぷりは最⾼ですね︕

ドルちゃんは、泉⽔さんが亡くなる前から、ロケ地めぐりしていたんだね･･･。
 その時の気持ちと、次に⾏く時の気持ちは全然違うでしょうね。

 私の場合は、泉⽔さんが亡くなる前にロケ地を訪れることはなかったので、
 同じ場所に⽴つうれしさ、感激という純粋な喜びは感じられないままです。
 それを知っているドルちゃんは、貴重な体験をしている⼈だと思うなぁ。うらやましいです。

 貴重な写真、ありがとう︕

他にも”なりきり写真”、あったら⾒せてね〜。楽しみにしてます。

Re:ドルちゃ〜ん︕
11611 選択 stray 2012-06-03 11:28:57 返信 報告

ドルちゃん、goroさん、チョコさん、こんにちは。

ドルちゃん、goroさん、早速喰いついてくれてありがとう︕（笑）
 ドルちゃんの旅⾏記は以前会議室で聞いてるので特にコメントありませんが（笑）

 イタリアでも「ハイチーズ」なのかなぁと、しばし考え込んでしまいました（笑）。

10年以上前のロケ地がそのままそっくり残っていることもあれば、
 ドルちゃんのように1年後に⾏ってるのに⼯事中（笑）だったり、

 運・不運もあるけど、現場を⽬の前にした時のワクワク感がロケ地巡りの醍醐味ですよね。
 ドルちゃんにはリベンジでもう１回⾏ってもらわないと（笑）。

Re:写真集「10°~decimo~」ロケは2001年5⽉
11639 選択 pine 2012-06-04 11:18:20 返信 報告

所⻑さん ドルチェさん みなさん こんにちは︕
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所⻑さん いつもありがとうございます。感謝しております。m(^^)m

ドルチェさん
 カメラ持ち逃げおじさんの話、笑っちゃいました。(^o^)

 何を思って遠くから…（苦笑） 
 真っ⻘になっているはずのドルチェさんの顔⾊もわからないし…（^^;）

 ドゥオモは、なりきりバッチリなのに⼯事中だったとは…これは悔しいですね。(><)
 いつかリベンジを︕(^^)

 写真ありがと︕
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