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こんにちは、hachimaru93さん マイページ ▼ マイブログ ▼

はちまるの日常。（チョイノリブログ）

新規投稿

ブログ設定 メッセージ ログアウト Yahoo! JAPAN

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/

全体表示

[ リスト ]

< 聖地巡礼2013 ④ 前泊地集合風景

聖地巡礼2013 ⑤ 豪快ネタ男 その名はサイババ
2013/9/24(火) 午後 6:47

聖地巡礼2013 ⑥ 前泊キャンプ BBQ祭り >
修正

ツーリング・性能評価動画

削除

移動

クリップ追加

オートバイ
2

到着とともに皆に囲まれ、チョイノリの状況をチェックされるさいばば機。
チョイノリの分解・組み立て・整備に関しては、そんじょそこらのバイク屋さんよりも経験豊富な男たちが集まって
いるので、さっそく補修を開始した。
ガソリン漏れはキャブのドレンボルト脱落だったようで、これはボルト締めで対応できたとのこと。
パンクの方は…

リアタイヤに釘が刺さっている。
ばっちりど真ん中。
巡礼に合わせてパンクさせるとは、さすがネタ男。
一部では仕込み疑惑がささやかれたのはここだけのハナシだ。
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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
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修理せずにエア補給のみでここまで走ってきたのだから、パンク修理キットを持っていないのかと思ったら
おもむろに修理キットを出してくる男。
なんだ 持ってんのかいな。
釘を抜いたらプッシューとエアが一気に抜ける。修理キットで補修した後は空気もれなく修理完了。
この写真でジェネレーターの下部にシミができていますが、これがオイル漏れの箇所。
途中のホームセンターでオイルを買い、補充しながらここまで来たとのこと。

スマートフォンで見る

さすがだね～さいばばさん。
空気とオイルを補充しながらここまできたのか～。がんばったね。
周囲を触ってみると、どうやらセルモーターガードのボルト付近から漏れている様子。

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

ボルトを外すとボルト穴からオイルが出ているようだった。
マグネトケース合わせ面にはオイルにじみなく、ボルトがゆるゆるだったので、
ここのメネジ破損、締め付け不良、オイル漏れといったストーリーが考えられた。
周囲のチョイノリストに道具の募集をしたところ、チョイサンタさんからアルミパテ、ふもももさんからパッキンにな
る接着材が出てきた。
修理後の再補修を見越して接着樹脂で対応することにする。
オイルをよく拭いて、接着樹脂をのせて、ねじ切らない程度に緩くボルト留め。

・初めての方へ

開設日: 2010/12/1(水)
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オイル漏れは止まった。
固まるまではそっとしておきたいので、翌日までエンジン始動せず保管することにした。
さいばばさんは 残念ながら買い出し時にはお留守番 となる。
あとはKSKさんのみ未到着なのだが、時間も押し迫ってきたので買い物に行こう。

湯浅町

14,000円 10,000円 レビュー17件

お酒は⼆⼗歳から

よしもとブログランキング
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2

小川菜摘

浅香あき恵

もっと見る

3

Love Me Do

オフィシャル

もっと見る

R-1ぐらんぷり
R-1GPスタッフ

市川猿三郎 二輪草紙
二代目市川猿三郎

みんなで買い物。
バーベキュー食材と、個人個人の飲み物、翌朝の食料など購入し
過積載の上にさらに積み込んでキャンプ地へ戻った。
周りからはかなり奇異の目で見られたねえ。

この記事に

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ
コメント（16）
お疲れ様です!!
巡礼走行の後にすかさず
ブログアップ有難う御座います
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！

しかし前泊むちゃくちゃ楽しそうじゃないですか
これはやはり次回前泊自走決定ですな
来年もぜひよろしくお願いします

アフィリエイトブログを始めよう！
年に一度のプロジェクトというのが
ちょっともったいないですね

2

国内旅⾏はJALの先得が
おトク
JAPAN AIRLINES

2013/9/24(火) 午後 7:22 [

プレミアム・アウトレット

返信する

チョイノリスト恐るべし！
あっという間に補修されました。
来年はどんなネタ用意しようかな（笑）
2013/9/24(火) 午後 7:37 [

TRY Premium

rx7*jw ]

さいばば ]

返信する

うわぁ・・・何かベルリン爆撃後の米軍の爆撃機みたいな、騒ぎですねｗ皆さんご無事で何よりです
2013/9/24(火) 午後 8:29 [

buchi ]

返信する

はちまる様、お疲れさまでした。
Yahoo! JAPAN広告

すみません、アルミパテは私提供してません、誰だったか覚えてませんが、私ではないどなたかが
提供してました。
訂正お願いします。
2013/9/24(火) 午後 8:41 [

ザッキー 1400cc ]

返信する

今年も聖地巡礼お疲れ様でした‼
巡礼記事楽しくて、コーヒーじゃなく…ハイボール片手に一気読みさせて頂きました（笑）
皆さん、凄く楽しそうな方達で自分も次回はなんとしてでも参加したいと思いました。（片道約500キ
ロありますが(^^;;）
大量の荷物の積載方！皆さん工夫されてますね‼参考になります^o^
知らない土地の知らない3桁国道の夜間走行！自分も四輪で同じ様な経験がありますが怖いです
ね‼街の明かりが見えた時にホッとする！解ります（笑）
ましてや、チョイノリでなら益々恐怖感倍増ですね‼
来年こそは参加するぞぉ～‼p(^_^)q
その節はどうぞよろしくお願いします。
2013/9/24(火) 午後 9:43 [

さんちゃん ]

返信する

トラブルネタを個と欠かさないさいばばさんスバラシイ(笑
色んな工具やらケミカルがどんどん出てくるのがオモシロい。
大遅刻すみませんです
2013/9/24(火) 午後 10:44

返信する

＞RX78さん
お休みをとって、２日連続で参加できる人たちは幸せでしたね。
距離の問題、休みの問題で涙をのんだ方々も多かったことでしょう
前泊はうきうきイベントでした（＾＾）
2013/9/25(水) 午前 0:03

返信する

＞さいばばさん
巡礼の名物男と化しております
コメント見てて面白かった
2013/9/25(水) 午前 0:04

返信する

＞buchiさん
資源枯渇した大戦末期の日本軍のような有様です。。。
2013/9/25(水) 午前 0:05

返信する

＞ザッキーさん
すみません間違えておりました。
えーーっと たぶん チョイサンタさんだったかな？
間違っていたら、さらに訂正します。
2013/9/25(水) 午前 0:06

返信する

＞さんちゃんさん
大勢でわいわいチョイノリで盛り上がるのは楽しいです
こんな機会はなかなかないですからね～
みんな感じいい人たちばかりでしたよ（＾＾）
2013/9/25(水) 午前 0:08

返信する

＞KSKさん
みんな、こんなものまで持ってんのかい～っていうくらい補修用品持ってましたね。
巡礼現地にたどり着いたら、なんとか修理できちゃうのが頼もしい。
2013/9/25(水) 午前 0:09

返信する

被弾して傷を負いつつも母艦（キャンプ地）に着艦するさいばば機
かっこよかったです、

姿を現した時はぐっときました。
そして、抜群のチームワークでさいばば機を修繕する仲間たち、
その姿にもしびれました。
2013/9/25(水) 午後 9:14 [

メキシカンオレンジ ]

返信する

さいばば様の登場インパクトは国宝級です(;ﾟﾛﾟ)yヾ~
2013/9/26(木) 午後 6:57 [

黙れ糞坊主 ]

返信する

＞メキシカンオレンジさん
ちょっとやそっとのトラブルでは断念しない執念を感じます。
それでも今年は脱落機が出ちゃいましたが
まあそれもネタ。楽しいイベントになりました（＾＾）
2013/9/27(金) 午後 2:28

返信する

＞黙れくそ坊主 リョウキチ
被弾した零式艦上戦闘機が空母加賀になんとか着艦した
そんな感じでしたね～
2013/9/27(金) 午後 2:31

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。
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< 聖地巡礼2013 ④ 前泊地集合風景

聖地巡礼2013 ⑥ 前泊キャンプ BBQ祭り >

JAL航空券が最大約８７％割引 | 先得なら早めの予約でおトクに行ける！10月26日ご搭乗分まで
好評受付中♪
www.jal.co.jp
Ads by Yahoo! JAPAN

JAL航空券が最大約８７％割引

www.jal.co.jp

先得なら早めの予約でおトクに行ける！10月26日ご搭乗分まで好評受付中♪

仙台のお部屋探し地域密着2店舗

www.sendai-chintai.com

新着続々！エリア・条件、こだわり別で見つかる！仙台の賃貸・お部屋探しはここで

姫路駅のカラオケ・宴会

union.owst.jp

各線姫路駅から徒歩５分
Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!検索で調べてみよう
サイババ

パンク修理 ホームセンター

チョイノリ キャブ

補修 修理

連携サービス

知恵袋 ｜ textream（掲示板） ｜ ロコ ｜ 求人

オイル 補充

