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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

旅してきました【ジェノバ編】
1294 選択 goro 2009-11-12 21:55:51 返信 報告

みなさん こんばんは

今回のレポートはジェノバです。
 ジェノバはミラノから南へ約１５０キロのところにある港町です。周りが⼭に囲まれているのでガイド

ブックによれば神⼾港が似ているとのことです。イタリア最⼤の港湾都市のようで、⼤⼩かかわらず沢
⼭の船が⾏き交っていました。

イタリアのジェノバはフランスのニースから北東へ約２００キロのところにあり、⾞で約３時間かかりました。電⾞ですとニース
駅から直通電⾞で約３時間です。途中乗換えでもフランスとイタリアの国境の街のヴェンティミーリアで乗り換えて約３時間で
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す。あまり、⽇帰りで南仏からの訪れはなさそうですが、同じ地中海沿いの街です。

旅してきました【ジェノバ編】②
1295 選択 goro 2009-11-12 21:56:33 返信 報告

今回の報告事項はあまりありません。危うく１０分で捜査終了になるところでしたもの(笑)。
「decimo」の撮影地の１つ、「サン･ジョルジョ宮殿」は⽬⽴った建物なので、すぐに⾒つけ
る事ができました。海辺の駐⾞場に⾞を駐⾞したので、のんびり歩いているとすぐにわかりま
した。⼤きな広場の近くにあるのです。

旅してきました【ジェノバ編】③
1296 選択 goro 2009-11-12 21:57:15 返信 報告

こちらは全体が⾒えるように撮ったものです。

旅してきました【ジェノバ編】④
1297 選択 goro 2009-11-12 21:57:48 返信 報告

⼊⼝も簡単に発⾒できたので、「サン･ジョルジョ宮殿」の周りを1周してから中に⼊ると、
衝撃的な⾔葉が・・・。「No Entry」の表⽰が･･･。左側に事務室があったのでカタゴトの
英語で⼊れないか聞いてみるとやはり⼊れないようです。たまたま今回が休館⽇だったのか
通常⼊ることができないかは全くの謎です。

 捜査終了〜︕。
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旅してきました【ジェノバ編】⑤
1298 選択 goro 2009-11-12 21:58:27 返信 報告

やむなく捜査終了のはずでしたが、最初に周りを⼀周した時に既にある発⾒と感動をしていたのです
（笑）

 。それは、建物の裏側に⾏った時に教会の裏⼝の扉が運よく開いていて、その扉の向こう側には「de
cimo」のあの⾵景の⼀部が⾒えたのです。たまたま、⼯事をしていて作業の⽅が出⼊りしていたので
ラッキーでした。ただ、裏⼝には当然フェンスがあってその扉には近づけないので、フェンス越しに
望遠で中の様⼦を撮りました。この画像は裏⼝のものでフェンスがあって扉に近づくこともできませ
ん。

旅してきました【ジェノバ編】⑥
1299 選択 goro 2009-11-12 21:59:04 返信 報告

これはフェンス越しに撮ったものです。

旅してきました【ジェノバ編】⑦
1300 選択 goro 2009-11-12 21:59:42 返信 報告

これはフェンスから望遠で撮ったものです。撮っている姿はかなり怪しげにみえたでしょう(笑)。ほんの⼀部ですが撮る
ことができて良かったです。この場所は吹き抜けのようで、上を⾒上げると空が⾒えると思います。
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旅してきました【ジェノバ編】⑧
1301 選択 goro 2009-11-12 22:00:27 返信 報告

これは真ん中を撮ったものです。

旅してきました【ジェノバ編】⑨
1302 選択 goro 2009-11-12 22:01:14 返信 報告

これは右側を撮ったものです。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/6f3e29a35278d71c7f65495871231324.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1294.html?edt=on&rid=1301
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1301
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/2df45244f09369e16ea3f9117ca45157.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1294.html?edt=on&rid=1302
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1302


Re:旅してきました【ジェノバ編】⑩
1303 選択 goro 2009-11-12 22:01:50 返信 報告

次にこれは教会の建物の裏側を撮ったものです。「decimo」には、ボーカルレッスンを⾏なっ
ている写真がありますが、ステンドグラスの形が⼀致するのでこの教会で⾏なわれたものと思
われます。２階のガラス窓は４つなので、おそらくこの建物の中の２階でボーカルレッスンを
⾏われたものと感じ取れます。

ジェノバの報告はこれで終了です。次はモナコ編です。多少時間がかかりますが、後ほど記載
しますね。

Re:旅してきました【ジェノバ編】⑦
1304 選択 stray 2009-11-12 22:49:39 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

ジェノヴァは空振りに終わった︖と思いきや、
 撮れるものはしっかり撮って来られたんですね〜（笑）。

この画像は、ここだったんだ︕︕︕︕（笑）
 goroさん、ありがとう︕

 ジェノヴァはドルちゃん副所⻑にお任せしますので︕（笑）
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Re:旅してきました【ジェノバ編】
1307 選択 チョコレート 2009-11-13 10:01:39 返信 報告

goroさん、所⻑さん、皆さん、こんにちは︕
 ジェノバ編がアップされてる〜(笑)。goroさん、お疲れさまです。

 ジェノバは⽣レポで「⽬的の場所に⼊れなかった」と聞いていたので、どうなのかなぁ︖と思っていたのですが、goroさ
ん、ちゃんと発⾒しているじゃありませんか︕︕(笑)

 おお〜〜あの模様の壁はココだったんですねぇ〜。感動しました。
 泉⽔さんのいた場所、柵越しにでも確認できているなんて･･･泉⽔さんがきっとgoroさんを⾒ていて、ご褒美をくれたのか

な〜なんて思いました(笑)。
 モナコ編も楽しみにしています。

Re:旅してきました【ジェノバ編】
1308 選択 ペケ 2009-11-13 18:39:34 返信 報告

goroさん、皆さん、こんばんは。

> ジェノバはミラノから南へ約１５０キロのところにある港町です。周りが⼭に囲まれている
のでガイドブックによれば神⼾港が似ているとのことです。イタリア最⼤の港湾都市のよう
で、⼤⼩かかわらず沢⼭の船が⾏き交っていました。 

 ジェノバのレポートお疲れ様です。我が町、神⼾に似ているとは・・・⼭と海が本当に近そう
ですね。サン･ジョルジョ宮殿は⽴派な建物って感じです。

Re:旅してきました【ジェノバ編】
1316 選択 goro 2009-11-14 18:49:56 返信 報告

strayさん チョコレートさん ペケさん こんばんは

strayさん、[1304]の画像って「decimo」以外のものでしょうか︖。今回の捜査は本当に運が良かったです。でも本当に
⼀般の⼈は⼊れないのかな︖たまたま⼯事とかで休館だったのかな︖って思っています。
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チョコレートさん、泉⽔さんからのご褒美、いいですね〜(笑)。でも柵越しに撮っている姿はかなり怪しかったと思いま
す。捕まってもグラッチェしか解らないので、想像しただけで恐ろしいです(笑)。

ペケさん、またもや特製額縁ありがとうございます。よくみると、⾵景も引き締まっていますね。私は画像を加⼯する技
術が無いので撮ったものをそのまま載せていますが、加⼯次第でよりよくなるのですね〜。素晴らしいです。

 

Re:旅してきました【ジェノバ編】
1319 選択 suu 2009-11-14 18:56:08 返信 報告

goroさん、皆さん、こんばんは。

「decimo」に載っている撮影地を旅されて羨ましいです。
 素敵な建物ばかりで海外での捜査お疲れ様です。

 凄いです、いつも⾒ているばかりですが。

Re:旅してきました【ジェノバ編】
1321 選択 stray 2009-11-14 19:29:15 返信 報告

goroさん、こんばんは。

[1304]は、「さわやかな君の気持ち」のチラシです。

goroさんが撮影された壁ではないようですね（笑）。
たまたまgoroさんが⾏かれた⽇が休館⽇だったのでは︖

 来年、また⾏かなくっちゃならないですね（笑）。

私は動画の１シーンを記憶している能⼒はあるのですが、
 画像（静⽌画）を記憶する能⼒がなくて（笑）、

 「decimo」にこの模様が写ってることを、昨⽇知ったばかりです（笑）。
 

Re:旅してきました【ジェノバ編】
1327 選択 ドルチェ 2009-11-14 20:52:15 返信 報告
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goroさん、みなさん こんばんは〜。

goroさんのジェノバ編レポがアップされていたんですね︕
 ⾸を⻑くして待っていたのに、Friday 13は突然出た熱にうなされて寝込んでおりました。おー、恐ろしい（笑）

サン･ジョルジョ宮殿は⽴⼊禁⽌で残念だったけど、decimoで泉⽔さんがいたあの場所を⾒ることができて良かったです
ね︕

 本当に、あの特徴のある壁がちゃんと写っていて感動しました〜︕ 望遠を使わないとかなり遠いのに、気付くなんてさ
すがgoroさんです♪

 ボーカルレッスンが⾏われた建物は、教会なんですか︖ decimoのステンドグラスの写真は、教会の⼆階の窓の物だった
んですね〜。こっちも感動です︕

 次回のモナコ編も楽しみに待っています♥

ちなみに・・ストちゃん所⻑サンからジェノバ編について任せられちゃってますが、
 decimoの舞台は、ミラノしか⾏ったことないのでジェノバは良くわかりませーん（笑） ゴメンちゃい（＞＜）

Re:旅してきました【ジェノバ編】
1383 選択 goro 2009-11-15 21:50:18 返信 報告

suuさん strayさん ドルチェさん みなさん こんばんは

「さわやかな君の気持ち」のチラシの画像だったのですね。両端のマークと真ん中のマークの⾊合
いが違うのは何故でしょうか︖(笑)右側のマークは扉のように⾒えますね。いずれしてもサン･ジ
ョルジョ宮殿の中のどこかですね。

 この建物は教会というよりも宮殿のようです。教会は⼊ることが可能ですけど、宮殿は⼊れないと
ころもあるようですね。

 画像を載せてみました。左上が#1295、右上が#1303の外側、左下・右下が#1300周辺です。

ドルチェさん、体調はどうでしょうか︖実は私も先週末と先々週末に熱がでましたが嫌というほど背中が痛くなるまで眠
っていたら、1⽇で治りました(笑)。ただの⾵邪だったようです。

 

Re:旅してきました【ジェノバ編】
1387 選択 stray 2009-11-15 22:18:52 返信 報告
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ドルちゃん、goroさん、こんばんは。

> 両端のマークと真ん中のマークの⾊合いが違うのは何故でしょうか︖(笑) 
 ⻄陽が当たっているのか、それとも加⼯しているのか…（笑）。

 サン･ジョルジョ宮殿の中のどこかには違いないでしょう。

ドルちゃんもジェノヴァは詳しくないようですね（笑）。

ところで、ロケ地Map 12（君に逢いたくなったら…）を書き換えましたので、
 間違いがないか確認してくださいね。
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