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御殿場までの渋滞…

苦い思い出がありますwww

関東の渋滞は関西人の想像を超えてます

無事のご到着、なによりです。

長時間、お疲れさまでした。

なるほど～！御殿場はアウトレットもありますから、日帰りにぴったりなんですね。

今回のGWは、安・近・短がキーワードのようですね‥

今朝、関東地方で大変大きな地震があったようで、地元は大丈夫ですか？

10時間乗ったら疲れたでしょうね なるほど、御殿場までは混むんですね( ；´Д｀)そこま

でで4時間！？凄いですね。でも、官兵衛に間に合ってよかった。

連休は何処へ行っても人混みですね…

お疲れ様でした( ´ ▽ ` )ﾉ

楽しい京都をお過ごしください！

長時間のバス旅お疲れ様でした (xx;) 

この期間中の車移動は[行きは良い良い帰りは…]ではなく[行きも恐いが帰りも…]ですも

のね。いつまでの滞在か存じませんが勿論葵祭はご覧になる予定ですよね？ 音の祇園

祭に対し 色の葵祭 と聞き及んでいます。いよいよ 山笑う新緑の京都のリポート楽しみに

しています。(*´o`*)

９時１５分、川崎駅前を発車する。今まで、１２時５分発の高速バスを利用していたのだが、この

便だと京都駅に着くのが、２０時近くになるので、ＮＨＫ大河ドラマを見ることができないのだ。 

しかし今は、ＧＷ真只中だったので、とんでもなく渋滞が発生した。そもそも、川崎駅前発車の時

点で、１０分遅延していた（定刻は９時５分発）。 

川崎駅前から御殿場インターまで、ほとんどノロノロ運転で、（首都圏に住む人には「ピンとくる」

と思うが）４時間近くも掛かってしまった。御殿場インターは、首都圏に住む人達が日帰りでアソ

ビに行ける限界地点なので、ココまでは、普段でもよく混む。 

御殿場からは、新・旧東名高速、伊勢湾岸道、新・旧名神高速と、２系統になるので、草津イン

ターまでは、ほぼ渋滞ナシ。草津～瀬田付近で少し渋滞。 

結局、京都駅には、定刻より約１時間３０分も遅れて、１９時に到着し、ＮＨＫ大河ドラマに「ギリ

ギリ間に合う」という状況だった。 

１０時間もバスに乗っていたことになるが、高速バス事故が頻発している昨今、まずはなんとか、

無事に着いてホッとした。けっこう疲れて、もう眠くなってしまった。今日は、スグ寝よう。 

※ それにしても、ずいぶん「陽が延びた」と思った。「宇治トンネル」を出て「久御山ＪＣＴ」を右折

しても、まだかなり明るかった

コメント

イイネ！（9） のつのつ 八重歯の京都人 はましん タック ☆マカロン☆ まれびと

ロムママ Ｊａｎｅ ちゃら♪
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お帰りなさいませー(^O^)/ 

昨夜の上洛でよかったです！今朝なら地震の影響で、もっと渋滞になっているかも… 

横浜は、大事なかったですか？ 

かえって心配になりましょーか。 

先日、東寺の不二桜が 

岩手→秋田→鈴鹿市→東寺と、120年の間に移動してきた話しを教えてもらいました。 

山田造園さんのＨＰに鈴鹿からの移送話があって、ドキドキしながら読んだのを、高橋さん

の上洛と重なり合わせてしまいました(･∀･) 

無事の到着、良かったです♪

お疲れ様。　鎌倉市内も連休の影響で大渋滞でした。　今朝がたの地震は驚きました。　

下から突き上げるような揺れでしたが、物が落ちたりは無かったですよ。

バスの便が何便かあるんですね!大河ドラマに合わせて移動されるとは流石ですね(*^^*)

ご上洛お懐かしゅうございます。

早速、あちこち歩き回られたのでしょう。

京都のテレビにもビデオ装置が必要ですね。

そうすれば時間を気にせず上洛できますよ。

> ちゃら♪さん　関東に住んだ人間なら、たいていの人は、東名高速には泣かされた思い

出があると思います！　そうですか・・・　関東の渋滞は、それほどヒドイですか・・・

> ひろえんぴつさん　ご心配ありがとうございます。やはり、１０時間は疲れました。

横浜の家の近所に住む友人に電話を入れてみたところ、何も倒れず、その近辺は大したこ

となかったそうで、ホッとしました。

> たかさん　正直疲れました。普段なら、早ければ１時間半もあれば着いてしまうのです

が・・・　そうとうイラつきましたヨ！

> ☆マカロン☆さん　ありがとうございます。

出発時、連休中であることをウッカリ忘れていました。

「どこでも混雑」の心構えを（し直し）しました。

> Kuriさん　ご存知と思いますが、最近、高速バスの事故が多発しております。

道中もアチコチでメチャメチャに壊れた事故車を見かけ、落ち着いて乗ってられなくなりま

す。とにかく無事に着いたのでホッとしております。今回メインの葵祭、うまく見られますよ

う願っております！

> まれびとさん　道中、交通事故も多々発生しておりましたが、無事に上洛できました。地

震は、横浜の家の近所に住む友人に電話を入れてみたところ、何も倒れず、その近辺は

大したことなかったそうで、ホッとしました。

サクラのお話、オモシロイそうですね！　来年がたのしみです。

> タックさん　どうも、ご心配ありがとうございます。

朝スグ、「あけがらす９」さんに、電話を入れて様子を聞いてみたところ、何も倒れず、磯子

付近は大したことなかったそうで、ホッとしております。

渋滞は、大体想像つくと思いますが、一時は、深夜の京都着も考えました。

> のつのつさん　ＮＨＫ大河・マニア？　なので、見逃すとどうも気持ち悪いというか、欲求

不満？な気分になってしまうのです。

> 仙ちゃんさん　今回も、いろいろお世話になります。

コチラでのＴＶ視聴は、パソコンにＴＶアダプタを付けて、見ております。チャンとした録画機

能付きテレビを買わないとダメですね。
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