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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 ⑨ 前泊地→聖地

聖地巡礼2013 ⑩ 聖地イベント
2013/9/27(金) 午前 11:07

聖地巡礼2013 ⑪ 2日目の宿 >
クリップ追加

修正

ツーリング・性能評価動画

削除

移動

オートバイ
1

歴史館に入り、右手の会議スペースに移動する。
去年とは椅子の方向が逆になっていた。
今年は、ザッキーさんの知り合いから歴史館に巡礼ツーリングの存在が伝わったようで
歴史館の職員さんから、特別に館内案内と全員分の記念品をいただけることになった。

職員さんから話を聞く一行。
自分らは遊びでやっているんで、お仕事をされている方にわざわざ御相手していただけるのは
ただただ恐縮するばかりだ。しかも記念品として光るスズキの帽子までもらってしまったぞ。
ここでRX78ｊｗさんが奥さん＋お子さん×３人とともに聖地到着し参加される。
イベントに間に合ってよかった。

はちまる

お話のあと、はちまるのグダグダ司会で聖地イベントが進行する。
まずは皆さん御一人づつ簡単な自己紹介。
去年お会いした方々、初対面の方々、ちょうど半々くらいかな。
事前にブログでやり取りしている方ばかりなので、名前はすぐに覚えられた。
初めて来た方々はいきなり20人ほどのチョイノリストに自己紹介されてこんがらがっただろうね～。
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スマートフォンで見る

そして はちまるからの巡礼記念品贈呈。
チョイノリ オリジナル キーホルダーをお配りする。
http://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/11507062.html
ほかにも
さいばばさんから 地元の草加せんべい
KSK＠ばすさんから チョイノリ聖地巡礼２０１３記念ステッカー
メキシカンオレンジさんから チョイノリ写真印刷チョコレート菓子
マルチマウントさんから グルコースというお菓子
が全員に配られた。

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

その後は王様ゲーム…もといクジ引き大会が始まる。
割りばし引いて、書いてある番号順に景品を選ぶ方式だ。
はちまるは「金属カム」と「チョイノリオリジナルオイル」を景品に供したが、みなさんいろいろ持ってきてくれて
豪華で楽しい会になった。
ちなみにはちまるが引き当てたのは
さいばばさん持参の「ヘッドガスケット」とメキシカンオレンジさん持参の「チョイノリ・ピンバッジ」だった。
ありがとうございます 大切にしますね～
会がひと段落したところで、故障チョイノリを駐輪場に保管して自宅まで帰宅、車で向かっていたまめぞう父さん
が到着、合流し、全員集合となった。
みんなで３D映像による工場見学をシアターで観て、歴史館を散策する。
そして歴史館の最後の方に鎮座まします御神体と対面。

・初めての方へ

開設日: 2010/12/1(水)

”モ～“ひと頑張…

【予約受付開始…

ゴルフレインウ…

見る

見る

見る

大サイズ 国産…

特大サイズ 国…

最高評価特A米…

見る

見る

見る

佐賀県産黒毛…

創業72年 老舗…

作州津山ビー…

見る

見る

見る

(平成31年1月…

無添加・カラフト…

ゴルフレインウ…

見る

見る

見る

撤去されているのではないか、いや今年はSSに変わっているかも（なんで？）、などの懸念もありましたが、
今年も変わらず神々しい御神体が専用ブースに存在しました。
自分は1年毎で3回目の拝謁です。

お酒は⼆⼗歳から

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

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

視聴率２００％男！安達元一のテレビ
じゃ言えない!?
安達元一

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！

今年もまた、たくさんのチョイノリ教信者の方々が訪れ、心なしか御神体も喜んでいるようだ。
戦時中生まれの70歳オーバーおじいちゃんチョイノリストが平成生まれの高校生チョイノリストへチョイノリ講義。
先人から若者へチョイノリの心が伝えられる瞬間の画だね。
ここにはチョイノリエンジンのカットモデルがあるので、それを見ながらあれやこれやとチョイノリ談義に花が咲き。
お約束の礼拝の時間（＾＾）

倉敷由加温泉ホテル⼭桃花

12,500円〜

(38件)

ひれ伏す！！！
無事ここまでたどり着けたことを感謝し、無事に帰れますようにとお祈りする。
チョイノリ神からのお言葉
「よーきたなー まあ気ィ付けて帰りやーー」
と聞こえたような気もしたような。。。（なんで関西弁？）
しかしまあノリのよい人たちだこと。
去年の礼拝の様子を御存じで、ハナからそのつもりで来てくれていた様子。
「やり遂げた感じだね～」
「これで思い残すことなく帰れるわー」
たしかに、巡礼旅の目的というか、一番のメインイベントはこれやね（＾＾）
みんな満足顔で歴史館見学は終了した。
外へ出て、記念撮影となる

天気が良くてよかった。
台数が多いのでなるべく寄せて並べていく。
今年はあきさんのピンクチョイノリが煙を吐いて整備中だったこと、
またブルームイエローのJILLさんが参加できなかったこと。
トイブルーのだーいしさん、デュークさんも聖地には来られなかったので
残念ながらカラー全色制覇はできなかった。

これだけの台数が集まるのは1年に1回、巡礼時だけでしょうね～

左から
ふもももさん 千葉県
あきさん 愛知県
ムーミンさん 愛知県
ザッキーさん 群馬県
はちまる 兵庫県
fastさん 三重県
さいばばさん 埼玉県
らくだK3さん 愛知県
リョウキチ 神奈川県
８８さん 福井県
RX78ｊｗさん 三重県
ぱぶちゃん 愛知県
mtstさん 愛知県
choisantaさん 大阪府
まめぞうさん 神奈川県
KSK＠ばすさん 富山県
メキシカンオレンジさん 愛知県
マルチマウントさん 東京都
あと、ここには写っていませんが
まめぞう父さん 神奈川県
K原さん 愛知県
イヤー集まりましたね。今年は18台でした！（＾＾）
遠方組が多いこと、あと前泊地が聖地より西にあって、東組が遠回りになったことから
今年の総走行距離は期待が持てそうだ。いったい何キロになるか！？
ここで
マルチマウントさん と ムーミンさんが離脱。

残りのメンバーで昔のウナギ屋さんへ行きます。

巡礼イベントで時間を取ってしまったせいで、食事が2時を過ぎてしまった。
メチャ腹減っていたので、ガツガツと光速で食べきってしまったぞ。
久しぶりのウナギは脂がのっていてうまかった。
普通盛りでも十分大盛りの量。大盛りなど超大盛りだが、みんな光速で完食していた。
帰りの道をワイワイ相談して、
店の前でお別れ。
まずは東方面隊をお見送りして、西方面隊出発。
はちまるはバイパス前まで御一緒し、そこで離脱した。
みなさん ありがとう。今年も充実した楽しい聖地ベントになったよ！！

この記事に
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> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ
コメント（8）
他の方のブログも含めて、楽しく読ませてもらってます。
少しだけ参加した楽しい気分になりますねぇ（・∀・）
自身の整備テクを磨いて、野営ノウハウ蓄積して、来年は・・
2013/9/27(金) 午後 2:37

返信する

＞まつきちさん
掲示板コメントで情報共有しながら
一緒に旅した気分でしたね～
たくさんの参加があって、良い会になりました（＾＾）
2013/9/27(金) 午後 2:52

返信する

王様ゲーム楽しかったです♪
チョイノリ神関西弁なんですね(笑)
2013/9/27(金) 午後 5:58 [

さいばば ]

返信する

＞さいばばさん
さいばばさんには草加弁？埼玉弁に聞こえるかもしれません。
って、そっちの言葉は自分には想像つかないなあ
2013/9/27(金) 午後 6:18

返信する

景品を提供いただいた皆様方有り難う御座いましたm(_ _)m
さすがチョイノリストからの提供、チョイノリストのツボを押さえていて、どれも欲しい物ばかりでした
ね(^w^)
来年は誰かチョイノリを提供してくれないですかね(￣∀￣)
2013/9/27(金) 午後 7:04 [

ﾑ-ﾐﾝ ]

返信する

＞ムーミンさん
それでは私が
チョイノリにチョイノリ積んで持っていきましょうか
当たったら
チョイノリにチョイノリ積んで持って帰ってくださいね(笑)
2013/9/27(金) 午後 7:06

返信する

チョイノリストの精神は、メーカーの人間には嬉しい限りでしょうね。
僕もメーカー勤務なんで、なんか感動しちゃいます！

2013/9/27(金) 午後 9:28 [

Wolfsburg ]

返信する

＞ Wolfsburg
遊びでやっていることにお仕事でお付き合いいただくなど
自分はただただ恐縮です。
名誉な話で、うれしい限りなのもこっちの方でしたよ
2013/9/30(月) 午後 3:26

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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買い替えは東急リバブルへお任せ | 充実のサポートでスムーズな買い替えをバックアップ！まず
は６０秒で査定依頼
www.livable.co.jp
Ads by Yahoo! JAPAN

≪ヨーロッパ≫お買い得ツアー

www.jal.co.jp

マイルもたまる！お得なツアー情報が満載！WEB限定大特価もあり／ＪＡＬＰＡＫ

宴会会場 ユニオン東館

union.owst.jp

各線姫路駅から徒歩５分

買い替えは東急リバブルへお任せ

www.livable.co.jp

充実のサポートでスムーズな買い替えをバックアップ！まずは６０秒で査定依頼
Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!検索で調べてみよう
スズキ イベント

連携サービス

ムーミン 埼玉県

車 工場見学

王様ゲーム

K3

知恵袋 ｜ textream（掲示板） ｜ ロコ ｜ 求人

[PR]お得情報
すたみな太郎で春の焼肉まつり開催中！
美味しいお肉でお腹も心も大満足
すたみな太郎へＧＯ＜トクプレbyGMO＞

いまならもらえる！日本初上陸！
P＆Gから香りに包まれるビオシャンプー
話題の新製品を1,200名様にプレゼント

数量限定！イオンのビッグフライデー
「無料お試しクーポン」か
「値引きクーポン」が必ず当たる！

その他のキャンペーン

