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はちまるの日常。（チョイノリブログ）

新規投稿
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ｘ
新規投稿・設定はこちらから行えます！

チョイノリサイトあります http://suzuki-choinori.com/
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< チョイノリCM 「パン食い競争編」を求めて…

前泊申し込み制限のお知らせ。 >

聖地巡礼旅 強力な参謀・メキシカンオレンジさんに感謝！！
2013/8/2(金) 午後 6:50
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聖地巡礼旅も今回で第３回になりました。
初年度はテキトーに終わって、
二年目はウナギを食うという目的を達成し、
今年はなんと前泊しようとしています。
毎年、参加者が増えて、しかもイベントが増えまして、
はちまるの住む姫路から浜松周囲の段取りを整えるのが難しくなっているのですが、
現地に比較的近いメキシカンオレンジさんに非常に助けていただいています。

メキシカンオレンジさん愛機 ベージュK3
はちまるは基本的にパソコンの前でネット検索し、キャンプ場やら集合場所やらを選定していますが、
遠隔地からではどうにもならないことがあり、いつも相談・お願いをさせてもらっています。
キャンプ場は本契約のために一度現地に行かなくてはならなかったり（行けるかっちゅうの！（T∀T））、
BBQ台と周りの状況の下見だったり、
うなぎ屋さんに直接、大人数の入店交渉に行ってくれたり、
それはもうフットワーク軽く動いていただきまして、座りっぱなしの自分が申し訳ないくらいです。
しかも当日は、BBQ機材（炭・網・着火剤などなど）の搬入までお願いしてしまい。
彼のお手伝いなしには、今回の前泊プロジェクトは実現不可能であったと思います。
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スマートフォンで見る

おかげさまで、はちまるとメキシカンオレンジさんで分担しつつ計画を進め、
前泊キャンプ地の予約 完了！
BBQ台 確保 完了！
BBQ機材 確保 完了！
前泊時のスーパー銭湯の選定 完了！
巡礼当日の集合場所選定 完了！
歴史館 予約 完了！
うなぎ屋さん 今週末 交渉の予定。
と着々と準備が進んでおります。
すべての準備が整い次第、参加要項を作成して皆様にメールする予定です。
今年も楽しい旅になりそうです。
この場を借りまして、強力な参謀・メキシカンオレンジさんに感謝させていただきたく、記事にしました。
「ありがとうございます。今後もよろしくです！（＾∀＾）」

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス！
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最新のコメント
- 丁寧な回答ありがとうございます！ そもそ...
- K3前期型だと思われます。 板金キックス...
- アース線の線付きワッシャ？が破断していま
し...
- ここまで積み上げてきた技術系情報は、チョ
イ...
- 5月9日から別ブログに引っ越せるようにな
る...

最新のトラックバック

すべて表示

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ
コメント（14）
を！？ 開催告知を見逃していた！！！
私もキャンプから同行させていただいてもいいですか？
2013/8/2(金) 午後 6:54

返信する

>けけけけK原さん！！！
いや今日ね、直接お誘いのメール出そうかと思っていたのですよ
前年度の撮影班としてのナイスな仕事ぶりに、今年もお願いしたいな～、でも無理に誘うのもどう
かなあなんて思っていたら、
コメント来た～（◎∀◎）！！
よかったっす。
ではキャンプからおいでくださいませ。
たぶん、K原さんの家から近いと思いますよ。
メルアドがはっきりしないので、すみませんが内緒コメでメルアドお願いできませんでしょうか。
ヨロシクです。
2013/8/2(金) 午後 7:00

返信する

予定をしかと！しようかなと思うほどの手際良さに驚きです！
したいな～前泊！

- 聖地巡礼の旅2013(その8：聖地巡礼旅2...
すべて表示

訪問者履歴
ブログリンク
Yahoo!からのお知らせ

実家は伊勢志摩なんですけど、いけそうなら合流したいんですが・・・どうなんでしょう？？？
2013/8/2(金) 午後 7:38 [

fast ]

返信する

はちまるさん、お世話になってます。前泊ありに変更可能でしょうか?仕事をキャンセルしました。σ
^_^;
2013/8/2(金) 午後 11:16 [

choisanta ]

返信する

＞ウナギを食う がウサギに見えたw 横浜近辺からだと歴史館には何時間何でしょう？前日から
かな？

・初めての方へ

2013/8/3(土) 午前 0:59 [

開設日: 2010/12/1(水)

buchi ]

返信する

＞fastさん
チョットそちらの地理的なことは詳しくないのですが
伊勢志摩からならフェリーがよいのですかね？
前泊地はメールしました、「あの市」なので
土曜日あけれて、フェリーで来れるようなら、時間的には行けるんじゃないでしょうか？
一応、「前泊予約組」としておきますので
またお返事くださいね～
2013/8/3(土) 午前 8:59

倉敷由加温泉ホテル
⼭桃花

鷲⽻ハイランドホテ
ル

12,500円〜

11,340円〜

倉敷より南へ30分静寂
な⼭懐に建つ温泉…

瀬⼾内海と瀬⼾⼤橋を
お部屋から眺める事…

(38件)

返信する

＞K原さん
メルアドサンキュー。
メールしますね（＾＾）
2013/8/3(土) 午前 9:00

(100件)

返信する

＞choisantaさん
らじゃー
では前泊ありにしておきます。
お気をつけてお越しください。
参加要項が完成したら、メールで送りますね。
2013/8/3(土) 午前 9:21

汀邸 遠⾳近⾳

汀邸 遠⾳近⾳（みぎわ
てい をちこち）…

25,380円〜

＞buchiさん
東方面は詳しくないのですが、ヤフー地図で測定しましたら
（横浜→浜松）約230kmくらいでしょうか
ノーマルのチョイノリだと平均時速25ｋｍとして
9時間くらいかな
深夜出発か、余裕を持って前日も走っておくかですね。

ザ・シロヤマテラス
津⼭別邸

【2019年2⽉開業】別
邸に集う〜鶴⼭…

2013/8/3(土) 午前 9:26

6,480円〜

(74件)

もっと見る

浅香あき恵

返信する

2013/8/4(日) 午後 6:12

もっと見る

MIWA-WALL～我が家のクライミング
ルーム

さいばば ]

返信する

＞さいばばさん
1年目から昼食のお世話してもらいましたよね。
今年もかなりお世話になっています。
聖地巡礼はほぼメキシカンオレンジ会ですよ（＾＾）

Love Me Do

オフィシャル

返信する

メキシカンオレンジさんには、当初からお世話になりぱなしで、申し訳ないです。自分でもお手伝い
できれば良いのですが。来年以降は、出来ることがあれば言って下さい。

3

2013/8/5(月) 午前 3:18 [
小川菜摘

buchi ]

＞buchiさん
整備頑張ってくださいね
参加のめどが立ちましたらまた連絡ください（＾＾）

よしもとブログランキング
2

返信する

９時間ですかwう～ん・・新しいエンジンと格闘中ですしキックペダル
箱に入れながら行けるかなw

(6件)

2013/8/3(土) 午後 9:52 [

1

返信する

2013/8/5(月) 午前 8:19

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

大場美和

チーム森田の“天気で斬る！”
チーム森田

投稿されたコメントはブログ開設者の承認後に公開されます。

内緒
トラックバック（0）

< チョイノリCM 「パン食い競争編」を求めて…

前泊申し込み制限のお知らせ。 >

薄毛に立ち向かう | 累計400万本販売。凄すぎる育毛剤。世界が注目の成分配合。
529270.com

Ads by Yahoo! JAPAN

懸垂幕・のぼり／建築シート工房

www.kenchiku-sheet.net

4パターンから選べる印刷価格！至急でもデータ入稿から一週間でお届け可能です！
Yahoo!ブログアクセス解析はマイページから
ブログを書いてTポイントを山分け！

宴会会場 ユニオン東館

union.owst.jp

各線姫路駅から徒歩５分

アフィリエイトブログを始めよう！

不動産売却をお考えなら／姫路市

www.questhome.co.jp

お客様の大切な資産を安全に確実にご売却まずは、ご相談下さい。お問合せはコチラ

