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< 聖巡 積載方法変更と試運転

巡礼旅2013はちまる準備中 >

巡礼旅 参加要項

クリップ追加

2013/9/3(火) 午後 1:48

修正

ツーリング・性能評価動画

削除

移動

オートバイ
1

とうとう9月になり、巡礼旅も間近になってきました。
気候もめっきり涼しくなってコンビニには肉まんが登場し、まさにツーリングの季節ですね。
聖地巡礼作戦の参加要項も完成しましたので、前泊部隊各員にはメールにて本日、配信しました。
約一名、メールという文明の利器を使いこなせない石器時代の野人、リョウキチには紙媒体で送ってやらないと
いけないので印刷し、本日発送しました。まったく面倒くさいヤツじゃ。
前泊地詳細が非公表のため、前泊組には各員メール配信ということにしましたが、
当日参加の方々は聖地集合からの部分を抜粋しましたので、こちらを参考にしてください。

聖地集合につきまして
22⽇12:00にスズキ本社前 歴史館の駐⾞場に集合します。
前泊組は「ピアゴ国府店」「岩屋キャノンボウル」でいったん休憩します。⻄⽅⾯組みはここで
合流などいかがでしょうか。
（別紙地図004〜006のS地点と✔地点）
ピアゴは9時半頃、キャノンボールは10時半頃の予定ですが、当⽇の進⾏状況により前後します
ので、当⽇のブログ内コメントを参考にしてください。
チョイノリの平均速度を考えるとちょうど12時くらいに聖地到着の予定です。
歴史館の予約ははちまるがしておきました（予約ID P-890130）。全員集合まで駐⾞場でお待ち
ください。
歴史館⼊⼝の広間で軽く⾃⼰紹介の後、はちまるから記念品をお配りします
集まってくれたチョイノリストさんからチョイノリグッズの寄付がありました場合はくじ引き⼤
会を催します。その後、うなぎ屋の注⽂を取りまとめてから歴史館⾒学。
順路の最後付近にチョイノリの展⽰があります、礼拝に参加されてもよいという⽅はここでお待
ちください。ある程度の⼈数になりましたら、ひれ伏した写真を撮ろうかと思っています。

うなぎ屋さんについて

⾒学が終わりましたら、うなぎ屋さんへ向かいます。
前年度にお世話になったうなぎ屋さん「昔のうなぎ屋」です。
⾷事が終われば解散となります。帰路は同⽅向で併⾛しても、単独帰宅でも構いません。

はちまる
注意事項１
前泊キャンプ地は防犯の関係上、公表しないでください。また旅の後に記事にしていただくのは
問題ありませんが、名称は「愛知県のキャンプ場」までにとどめておいていただきたく思います
（翌年に再び利⽤する可能性もあるため）。

男性 / 非公開
人気度

プロフィールの編集

注意事項２
巡礼参加者のプライバシーがありますので、写真撮影は可能ですが、ウェブ上に掲載する場合は
個⼈を特定できる情報のマスキングをお願いいたします（顔・ナンバーなど）

友だち(86)

注意事項３
動画撮影では顔をマスキングするのが難しいので、スモークのゴーグルやサングラス。スモーク
シールドなど、顔が判別しにくいようなヘルメット装備をしてもらえているとありがたいです。
こちらは少々顔が写っていても公開される可能性があります。御了承ください。

友だち一覧

ゲストブック

おねがい
くじ引きに景品（チョイノリ関連グッズ・スズキ関連グッズなど）を寄付してもよいという⽅々
は、チョイノリの積載能⼒と、皆さんの帰宅距離を考えて、なるべくコンパクト＆軽量の景品に
することを御配慮ください。
⾬天時

すべての記事(742)
画像一覧

はちまるは⾬が降ろうがお構いなしで全⾏程を⾏います。BBQ台は屋根の下にありますので可
能ですし、⾬の中テントを張って寝る気です。是⾮ 付き合っていただきたいところですが、⾬
天時キャンセル受付⼤丈夫です。

TOP

ということで、もうそろそろ当日に向けて自機の整備を開始していきましょう。

プロローグ その他
チョイノリの基本と初級整備
足回り・フレーム・外装
電装・メーター系
吸排気系・燃料装置
エンジン分解・組上げ・脱着・補修
型式（前後期の違いなど）
サラダ油・廉価オイル投入記録
金属カム導入と維持記録
もっと速く！という無駄な抵抗
ツーリング・性能評価動画
チョイノリ林道走破プロジェクト
投票
チョイノリ写真館

訪問者
ブログリンク
コメント
トラックバック
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うちの機体は調子よく走っていますが
長距離では何が起きるかわかりませんからなねえ。
ちなみに前年度の「巡礼前整備のすゝめ」
http://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/9454675.html
地図！
004

スマートフォンで見る

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

- 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

006

・初めての方へ

開設日: 2010/12/1(水)

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)

(100件)

この記事に

倉敷シーサイドホテ
ル
観光もビジネス出張
も！瀬⼾内のシーサ
イ…

汀邸 遠⾳近⾳

汀邸 遠⾳近⾳（みぎわ
てい をちこち）…

25,380円〜

コメント（20）
(74件)

4,000円〜

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ

お疲れ様です！(￣^￣)ゞ

(36件)

いよいよデスね
ヘナチョコ参加ですが
ウキウキして来ました（≧∇≦）

よしもとブログランキング
1

2

小川菜摘

浅香あき恵

もっと見る

3

2013/9/3(火) 午後 6:19 [

Love Me Do

オフィシャル

もっと見る

淀川 寛平マラソン
淀川 寛平マラソン

視聴率２００％男！安達元一のテレビ
じゃ言えない!?
安達元一

皆さん無事に聖地巡礼出来ます事を
祈ってます*\(^o^)/*

rx7*jw ]

返信する

＞RX78JWさん
最終整備を進めていってくださいね
チョイノリスト達のディープな会になりますよ（＾＾）
おたのしみに！
2013/9/3(火) 午後 6:24

返信する

うらやましい・・エンジンが完全ならば＞＜
2013/9/3(火) 午後 9:16 [

buchi ]

返信する

今年はキャンプなんて、第一回を考えたら夢のようです。
うちのＳＳうごいてくれるかなあ。まさに整備中です。
間に合わなければ、旧オレンジ号で行く予定ですが、
こちらも動くかどうか。がんばります！
今年も絶対会いましょう！！
2013/9/3(火) 午後 9:19 [

さいばば ]

返信する

はじめまして♪
チョイノリのトイブルーに乗ってるものです！
検索でこちらに＾＾
読んでいたら 私の住んでいる豊川のピアゴがでてたので
嬉しくてコメントさせていただきました！
巡礼旅の様子もとても楽しみにしてます♪
天気がいいのを祈ってます✩
2013/9/3(火) 午後 10:30 [
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！
アフィリエイトブログを始めよう！

るう ]

返信する

はちまる様
ご相談ですが、
チョイノリ４か月前くらいにエンジンかけたて眠らせていました。
エンジンがかからなくなりましたので
キャブ外して洗浄したところ
エンジンはかかるようになりましたが
アイドリングですぐに落ちるのです。

1

こういう症状はよくあるのでしょうか？
心当たりとかはございますでしょうか？
パーツクリーナーで洗浄したのですが
ガスケット類はそのままなのですが。。。
2013/9/4(水) 午前 2:00 [

⽟造温泉 松乃湯

7,020円〜

(74件)

黙れ糞坊主 ]

返信する

＞buchiさん
まだ整備する時間は残っていますよ
目標ができると意欲もわきますし（＾＾）
2013/9/4(水) 午前 7:53

返信する

＞さいばばさん
しっかり整備すれば答えてくれるはず
無事に公道復帰するのを祈っています（＾＾）
2013/9/4(水) 午前 7:54

返信する

＞るうさん
コメントありがとうございます
愛知県ってチョイノリスト多いですね～
ピアゴ近くということでしたら、是非少しでも併走に来られたらと思いますがいかがでしょう？
全国のチョイノリが集まる会ですよ（＾＾）
2013/9/4(水) 午前 7:56

返信する

＞リョウキチ
キャブ周辺はガスケットそのままで全然大丈夫
アイドリングするのにアクセル開けると落ちるのは二次エア吸いが疑わしい
http://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/6878349.html
あとはエアスクリュとアイドルスクリュの緩みか
中のスプリングはそれぞれサイズが違うから間違えないように
分解、正確な組み込み・再整備を
2013/9/4(水) 午前 8:01

返信する

ども～楽しみですねぇ～ワクワクしますよ～♪
キャンプからバッチリ盗撮しますので
仕込みネタを披露する前にアイコンタクトを
お願いしますｗｗｗ
2013/9/4(水) 午後 8:35

返信する

いよいよ近づいてきましたね
残念ながら不参加ですが、皆さんのマシンが絶好調で、アクシデントもなく無事に巡礼できますこと
を祈っております
いつかは行くぞ・・！
2013/9/5(木) 午後 9:09

返信する

>K原さん
思い出に残る よい動画になりそうですね
ことにもよろしくお願いいたします！
2013/9/6(金) 午前 8:54

返信する

＞まつきちさん
スケジュールに泣かされた方、距離があまりにも遠くあきらめた方、
参加したくてもできなかった方々、多いです。
会いたかったですよ～ 残念です。
こんな長距離おおがかりな会ではなく、車載で現地集合するような
「地方会」の方が参加の垣根が低くていいのかも。
2013/9/6(金) 午前 9:08

返信する

残念ながら21日が夜勤明けの為参加は難しそうですが(体力的に)、皆様の安全と巡礼の成功を
願っております。
2013/9/6(金) 午後 7:02 [

巡音ルカ ]

返信する

はじめまして！
愛知県在住のおっさんですが、チョイノリの整備には
いつもはちまるさんのブログを参考にさせて頂いております。
もしまだ可能なら聖地巡礼に参加させて頂けませんでしょうか？
愛機はベージュK3、11-29スプロケ、未対策カム･･･orz
よろしくおねがいします！
2013/9/17(火) 午後 8:21 [

らくだ少佐 ]

返信する

＞巡音ルカさん
ありー不参加ですか。それは残念です。
体力的にいけそうだと思い立ったら、当日ドタ参でもかまいませんので来てくださいね～
2013/9/17(火) 午後 11:38

返信する

＞らくだK3さん
参加申し出ありがとうございます
チョイノリ仲間が増えてうれしいです！
愛知県の何市か、また前泊・聖地・ウナギのうち、どこまでの参加か
再度コメントいただけませんでしょうか
メンバーリストに加えさせてもらます
2013/9/17(火) 午後 11:40

返信する

ありがとうございます！
愛知県知多郡より
ピアゴ合流→聖地→ウナギ→西へ帰路
でお願いします！
前泊から参加したかったなぁ(T_T)
2013/9/18(水) 午前 9:41 [

らくだ少佐 ]

返信する

＞らくだK3さん
コメントありがとうございます
では、当日会えるのを楽しみにしています
チョイノリで併走ツーリングしましょう！
2013/9/18(水) 午前 11:14

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

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）

< 聖巡 積載方法変更と試運転

巡礼旅2013はちまる準備中 >

のぼり・懸垂幕・横断幕の専門 | 建築シート工房なら特別価格にてお見積りデータ作成、大量発注
もお任せ下さい。
www.kenchiku-sheet.net
Ads by Yahoo! JAPAN

宴会会場 ユニオン東館

union.owst.jp

二次会・同窓会・歓送迎会・着席200人OK

姫路市！年収アップを狙う方法

xn--hdksvzft.net

年収アップ・年間休127日自宅でかんたん57秒の転職サービス

40代からの≪タキシフォリン≫

store.shopping.yahoo.co.jp

≪タキシフォリン≫はシベリアカラマツ含有のポリフェノールです
Ads by Yahoo! JAPAN

連携サービス

知恵袋 ｜ textream（掲示板） ｜ ロコ ｜ 求人

