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2005・06・17（金）

掲示板の削除。そして・・・

掲示板からブログに変更しましたm(_ _)m

ブルーバードが居なくなって、ＨＰをリニューアルしようかと

考えていますが

それまでのつなぎに・・・（実はメインになったりして）

今後ともよろしくお願いいたします。

ただいまの状況

夜中にこんな感じで冷食枝豆と『その他の雑酒』で腹を膨らし

ながら更新作業中！
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2005・06・19（日）

タイ料理　「チャーン」

滋賀県　ＪＲ草津駅近くのシンチャオ広場にはタイ人のコック

さんが作る美味いお店が。

このたび大津市唐崎駅近く（Ｒ１６１沿い）に移転されるそう

で、楽しみです。

また詳しく紹介します。
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チャーンさん紹介の続き

チラシをスキャンしました（手抜き？）
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2005・06・25（土）

そろそろ再インストールか？

最近ネットを回っていると　「エラー：０１７７：ＢＦＦ６Ａ

３０５でページ違反」・・・とかのブルースクリーンが出てき

たのでそれまでのタブブラウザから他のに乗り換えたがベース

がＩＥなせいかその他の要因か分からないが治らない。いろい

ろソフト入れたからなぁ。

まあいいっか。再インストールだ。そのうち

しかしＭＳ -ＤＯＳは楽しくてよかったな。もう戻れない

けど。
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2005・06・30（木）

またまた酒ネタ・・・

「ごんじり」

これで検索してください　

寒干し大根スナック・・・　これはいいかも。でも。

漬け物買って冷蔵庫いれとく方が安上がり？
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2005・07・06（水）

焼酎

鏡月買ってきました・・・　「いいちこ」より安かったから。

従兄弟から送ってもらった焼酎も飲んでしまったし（美味かっ

た！！！米もいいなあ！）。　　鏡月は居酒屋『とりでん』で

飲んだりするけど、自宅では初めて(*^^*)　『万能茶』で割

るのがお気に入りになりました　韓国焼酎はクセがないから割

るにはいいです。　ベトナムの「ルアモイ」も米ですがクセが

ない。　日本の焼酎で寝かせて茶色になった焼酎はウイス

キーっぽいのでロック主体だけど、私にとっては「安くて飲め

る！」のが一番かな！？
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2005・07・19（火）

ゴミ拾い

ネットでニュース見ていると「滋賀県今津浜水泳場で園児らが

ごみ拾い」の記事がありました。

園児らにとっては行事なんやなあ。子供に環境意識を高めても

らうために行っているらしい。

他人の出したゴミを拾うなんてどんな形であれ、なかなかでき

ません。

俺はゴミは出さない主義。これは当たり前。それにバイクで排

ガス撒いてるしね。

ゴミを平気でそこらにポイポイするヤツ。あんたの無神経が

ゴミ。

今年も琵琶湖汚れるゾ～～
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2005・07・26（火）

サイテー

抜粋でごめんなさい。

ドコモのサイトより・・・・

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

Ｂ型Ｒｈマイナスなど血液に関するチェーンメールについて

--------------------------------------------------------------------------------

 

平成１５年４月中旬頃から、「子供の手術のため、Ｂ型Ｒｈマ

イナスの血液を緊急に必要としています。」といった内容の

チェーンメール又は、その疑いがあるメールが出回っておりま

す。同様のメールについて、日本赤十字社では、ホームページ

において、「現在、全国どの地域においても、Ｂ型Ｒｈマイナ

スの輸血用血液が不足している状況にはありません」と呼び掛

けています。このような、チェーンメール又は、その疑いがあ

るメールを受信された場合、メール転送は行わず、削除いただ

きますようお願いいたします。

-・-・-・-・-　以下、チェーンメール内容　-・-・-・-・-

「今、Ｂ型Ｒｈマイナスの血液の方を探しております。知り合

いの子供が悪性のリンパ種を患い、手術に保存血液が足りない

ため、メールで呼びかけています。是非協力してください。連
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絡先は090-△△△△△△△△の〇〇まで。」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

いや～、容赦ないね。最低やね。

こんなこと思いついて「これイケる～！」なんて

思っていそいそメール配信してるヤツが哀れですわ。
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2005・08・03（水）

某ドラッグストアにて・・・

店員さんの目前だったが思わず撮ってしまった。

インパクトありすぎ～！　しかし、死にそうな時に一本９８円

にすがれるのかは疑問！
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2005・09・06（火）

チャンジャ

「小西真奈美さんからのメッセージです。」

で始まる迷惑メールが着た。　もう飽きた。迷惑メールはたま

になんかおもしろいネタかな？と

開く程度だが・・・ もう少し笑わせてもらわないと開く価値

なしやね。

と、いうことで！

今日はチャンジャを購入～～！（喜）　地元のスーパー？滋賀

では有名な「平和堂」で安売りしてたんだけどなかなかいけま

す！

好物なんだな～　コレでビール・焼酎最高！

すぐに完食やわ(^^;)

どっかの居酒屋さんは、チャンジャとクリームチーズを和えて

ましたが、美味い！！
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それから子供服の「MOONCHILD」のＨＰをｏｐｅｎしま

した。

よかったらのぞいてください！
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2005・09・19（月）

１００円ショップ

先日１００円ショップでコースターを買ってきた。

コースターと一言で言ってもなかなか凝った物が多い。こんな

手の込んだ物が１００円で売られている。卸値はいくらなんだ

ろう。どんな会社が作っているのか、きっといろんなコストの

計算してるんだろうな。この木を削るんだって、オートメー

ションじゃないやろうな。一枚一枚のコースターの色が違うの

はニスの塗り方とかがあるのだろう。選ぶのも楽しい。などと

思いをはせながら。

・・・で、３０分ほどかかって探したお気に入りの１枚！

わ～～！やな客！

ところで、私がお世話になっている「アジアの服　ＭＯＯＮＰ

ＥＡＫ」の店長さんもこだわる方で、一枚の服を作るのにいろ

んな想いをこめておられる。私は服には疎いが物作りの楽しさ

はわかる。
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そして最近そのＨＰの「アジア旅行記」や「店長の独り言」が

おもしろい。

感じたことをＨＰに掲載するのは楽しい。
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2005・10・08（土）

リニューアル中

ＨＰのリニューアル中。ここのところ頑張っている。

古い写真を引っ張り出しながら見ていると「ああこんなこと

あったな！」と感慨に耽ってしまいなかなか作業が捗らな

いが。

近日オープンですのでごひいきに_(_^_)_
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2005・10・10（月）

リニューアルしました。

今までの記録という形でＨＰを再編成。

今後とも宜しくお願いいたします。

ＨＰはこちら

コメント

会長

リニューアルおめでとう＼(^o^)／毎日確認していたぞ。Ｒが

いいね。しかし、一番乗りだい。へへへ
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2005・10・11（火）

スズメバチ

朝からイヤなモノを見てしまった。ペットボトルが５本並んで

いたので「なんだコレ」とよく見ると・・・

私の大嫌いなハチの焼酎漬けだった！

ぐっと耐えてとりあえずブログネタに。体にいいらしいが、私

は飲めない。
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2005・10・13（木）

イカ釣り

最近父がイカ釣りにハマっている。昨夜２時ごろに飲んでトイ

レに行った際に帰ってきた父と鉢合わせ。「おかえり！どう

やった？！」「今日は４２ハイ釣れた(*^^*)」最高記録でホ

クホクの父。さらに「１００パイ買ってきた」……。

釣れたのになんで買うのか…(○_○;)さばくのは私…。
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2005・10・16（日）

滋賀県　唐崎にあるタイ料理店「チャーン」にて

今日は知り合いの方と楽しいひとときを過ごしました。

私が結構飲んだので「割り勘勝ち」でしたが・・・ありがとう

ございますm(_ _)m

久しぶりのチャーンさん、やはりと言うかいつも通り美味し

かった！

ニムさん（コックさん）にご挨拶できなかったのが心残り。

そして帰って冷蔵庫を覗くと焼き鳥（皮）を発見!(^^)!

早速発泡酒のアテに。コレが甘口でなかなかいけます。

タイの辛口の後に甘口で、お酒も進んだ今日このごろでした。
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2005・10・23（日）

バーディー８０のチェンジペダル。

Ｂｉｒｄｉｅ８０、仕事用のビジネスバイク（ＨＰ内で紹介し

ています）。　私はシフトチェンジをするときは普通の単車の

様につま先のみで行うので蹴り上げる度に靴を傷めていた。　

が、日頃お世話になっている「はやしサイクル」さんから「Ｓ
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ＵＺＵＫＩのＧＳ５０のチェンジペダル、バーディーに使えそ

うですよ！ゴム付いてますし！」と言われ早速発注。部品は来

たが写真赤色の部分がクランクケースに干渉してしまう・・

・。グラインダーで削る事３０分。ようやく装着！ＨＯＮＤＡ

などと違い使えるパーツ少ないから大変だ。

明日からの仕事が楽しみ！？

それにしても、なんでチェンジペダルにこんなに硬い素材使っ

ているんだろう。。。とはやしサイクルの兄ちゃんも言ってい

た。なかなか削れなかった。さすがＳＵＺＵＫＩ。

コメント

しょういちさま

バトラックスもうすぐ入るらしいな！

今日はやしで聞いたわ。

なんと俺も勧められたわ。あいつもだいぶ商売上手になって

きょったわ。で、話変わるけど今度の日曜日バーベキューいか

へん？会長も来るで

しょういちさま

これって結構便利な機能なのね！

これからの事務連絡はみんなこのブログで済ますっちゅうのも

あり？

なわけないか、ごめん、最近あそんでくれないから、つい…。

しょういちさま

怒られついでにもう一発！！

このブログで遊んでしまう前に、わたしゃ～ちみに電話したん
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だからね！！！

電話に出ないちみがきっと悪いような…気がするし

（俺にはぜんぜん悪気とかないし…）でもごめん

Ａｎｎｉｅ（管理者）

先ほどはどうも！まさか自分のブログで不在着信を知ろうとは

・・・。

また更新しますのでコメントお待ちしております～。
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2005・10・28（金）

バーディー８０のリアタイヤ（前編）

ミシュランのＭ３５を履いて、半年あまり・・・コーナーのグ

リップが怪しくなってきたので「はやしサイクル」さんに診て

もらう。

角の部分（赤丸内）が荒れている。溝もまだ十分あり、交換す

るにはもったいないが安全のためにタイヤを発注！　今度はバ

トラックスである。

続く。
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2005・10・29（土）

バーディー８０のリアタイヤ（後編）

ブリジストンのバトラックスＢＴ３９０が入荷。

バトラックス（ＢＡＴＴＬＡＸ）シリーズはＨＯＲＮＥＴにも

履いているのでかなり好きな銘柄。

今日の雑用をせっせと済ませ「はやしサイクル」に出向く。

店のお兄ちゃん：「いや～柔らかいです。半年持ちませんよ

！」( □ ;)

「納品してくれた人が、どんなバイクに履くのか不思議がって

ました・・・」(--;)

触ると今までの、どのタイヤよりも数段柔らかい。本当に半年

持たないかも。装着すると、ブリジストンの広告のイラストと

は微妙に違う。いい意味で。
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直線の伸びとコーナーのグリップを意識した形状にこだわりを

感じる。しかもバトラックスらしいパターンに驚き！　ビジネ

スバイク用にこんなタイヤ作ってブリジストンに利益はあるの

だろうか？

コメント

しょういちさま

調子にのってな～にがバトラックスだかハイラックスだかオタ

ンコナスだか知らんが！！

この卑怯者～！！！（泣き）

そこまでしんでも、あなた十分速いです！！

Ａｎｎｉｅ（管理者）

これはこれは(^O^)

調子に乗れないからタイヤでも替えてます。これでしょうちゃ

んに勝てたなら、卑怯とでもなんとでも言ってください～(^_

^;)

まあ次の計画もありますし・・・。

Ａｎｎｉｅ（管理者）

追記：このタイヤ、バーディーのバンク角では端まで使えない

かもしれない・・・。
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2005・10・30（日）

ささやかな宣伝。

私の近所（滋賀県草津市、ＪＲ草津駅の近く。）の手作りハン

バーグの店「とまとＷＡとまと」のパンフレットを作った。

折り込みチラシにもなったし、ここに書いたらちょこっとは宣

伝になるかなと思いアップ。
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2005・10・31（月）

タイ料理のチャーンに行ってきた。

お知り合いの方たちと滋賀県唐崎の「チャーン」に行って

来た。

タイビール「シンハ」を飲みながら鶏肉のバジル炒めなど頂

く。（いや、もしかしたらレッドカレー炒め」だったかも・・

・酔ってるので記憶が怪しい。・・・まあ、とにかく美味しい

！

パッタイ（焼きそば）も、ムー・サテ（豚肉の串焼き）も美味

かった！

またぶらっと行こうと思う。
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トラックバック

「タイ料理のチャーンに行ってきた。」について

http://tyarn.at.webry.info/200602/article_3.

html

「タイ料理のチャーンに行ってきた。」について

こちらより、チャーンのブログを公開しておりま

す♪良かったらご覧下さい。

チャーンのお母さんより
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2005・11・02（水）

ノートパソコン修理。

夕方、友人が職場のノートパソコンをぶら下げて来た。ＮＥＣ

のＬａｖｉｅである。

電源アダプタの接触が悪いとのことで、コネクタの半田付けが

取れかかっていた。M/Bを取り出さなければならない。

「本当にいいの？」と了解を得て（なんかあっても保証できま

せん！）手伝ってもらいながらバラバラに。二人だと作業が早

い！写真はいよいよマザーを外す直前。

ノートはほぼ全てのパーツを外さないとマザーが出せない。半

田付けは簡単だった。

組み直し、電源を入れると一発ＯＫでホッとした。１時間半か

かった。
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コメント

しょういちさま

昨夜はどうも！それとパソコンありがとうでした！！明日は昨

日約束したとおりお昼にイ○ラ丼食べに女の人はべらかせて

（わたしをいれて三人）寄せてもらいます。それと来週の火曜

のお昼にまたまた女の人はべらかせて（わたしをいれて三人）

う○ぎ丼食べにいきます。くれぐれも、食材切れてる～なんて

聞きたくないからね～！！
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2005・11・05（土）

バーディー８０　ステップとスタンドの切断

バーディーのバンク角を深くしたいと思い、純正スタンド取り

付け部分とステップを切断した。

ブレーキペダルもかなり擦るのだが仕方がないので放置。

写真１：純正スタンド取り付け部分の出っ張り（ウチのは強化

スタンドが別に付いている為、純正は機能していない）

写真２：赤線の枠内が切断後。

写真３：ステップのゴムをカッターで切り取ると削れた鉄棒が

出てくる。約１．５センチ切断しよう。

写真４：サンダーで切断しているところ。てんちょーが撮って

くれた。
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作業後、試走するとコーナーに突っ込んでかなり寝かせても大

丈夫！一安心。

※見通しの良い場所での走行です。安全運転を心がけま

しょう。

「ステップ切ったらどうですか？！」とアドバイスをくれたは

やしサイクルのお兄ちゃんに感謝。

しかし・・・今月３７歳になるのになにやってるんだか。

コメント

ひろかっちゃん

ほうほう！ちまちまやってますな。寝かしすぎてもグリップし

てくれるタイヤに感謝ですな。さて、次はどこを切断しましょ

？

Ａｎｎｉｅ（管理者）

コメントありがとう！

寝かしても「バンクセンサー」いらなくなるまで自信付いたら

風防でもカットしますわ(^^)

ひろかっちゃん

えっ！ちみにブレーキがいらなくなる日も近いか。バンクセン

サーをカットしなくても自然に削れてなくなりつつあるじゃん

 



ブログ

33

2005・11・13（日）

某峠にて。　（バーディーの動画　初アップ）

今日は昼前から「しょうちゃん」に誘われて会長と３人で峠に

・・・。

単車と言っても・・・。

会長：ＣＢ１３００！！

しょうちゃん：スーパーカブ９０デラックス・・・？（しかも

タイヤ空気圧怪しい）

私：バーディー８０・・・？？

珍しい取り合わせだ。誰も３人で連んで（つるんで）走ってい

るとは思わないだろうな。

登りでは原付のエンジンが熱ダレを起こし会長も後ろからイラ

イラしていたことだろう。

・・・下りで楽しみました。

タイヤの空気圧など気にせずバリバリ飛ばすしょうちゃんと、
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大型バイクでは辛い低速コーナーでもバンクさせてカブを追っ

かける会長・・・。

動画を撮っていただいた

先頭：私

二番手：しょうちゃん（一番写ってる）

会長がデジカメをＣＢに固定して追従してくれた。

コメント

ひろかっちゃん

仕事が早いですな～。お疲れ様でした。私もUP しないと

(ーー;)しかし、あんたらは卑怯なぐらい速い。ＣＢ辛い！

Ａｎｎｉｅ（管理者）

いえいえ会長こそお疲れさまでした。

ＣＢには窮屈なコースやのにすごいわ。

しょうちゃんはナニ乗っても速いし嫌やね・・・。
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2005・12・07（水）

パソコン組み替え

友人のＰＣを組み替えた～

日本語マニュアルは楽だな～

最近のＣＰＵは速いしインストールも楽だ～
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2005・12・23（金）

サントリー　「ザ・プレミアム　モルツ」

缶には英語で「The PREMIUM MALT'S」と偉そうに書いて

ある・・・。

どんなんかなあと一口飲むと、エビスのような芳香且つ濃厚な

味わい。

知っている中ではタイの「シンハ」にも若干似ている。美味い

・・・。自身のベスト３に入るビールである。

冬でもビールってうまいよなあとしみじみ思いながら２本目は

「キレ味」を開ける今日この頃。（悲）
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2005・12・31（土）

タイヤが～(T_T)

今年も大詰め、最終日である。

たまには（夏以来乗れてなかった・・・）ＨＯＲＮＥＴで出か

けようと引っ張り出す。

１：バッテリーに充電器をつなぎ（←そこからかい！）

２：積もったホコリを洗い流し（←洗うんかい！）

３：近所にオープンしたショッピングセンターへ出発（←チョ

イ乗りかい！）

久々に単車は気持ちいい。加速も良いし～。しかしショッピン

グセンターの駐車場内で軽くバンクした途端「ズルゥ～～！

！」と前後タイヤが滑り、あわてて足を着いて転倒を免れた。
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めっちゃ危なかった。

来年はタイヤ履き換えよう・・・。
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2006・01・11（水）

以前乗っていたバーディー８０の写真

１９９２年に改築した時のビデオを久しぶりに観ていると、最

初に乗ったバーディー８０が映っていた。

フォグランプ付けたり、風防を黒く塗ったり（スエード調のざ

らざらしたスプレーで）、時計付けたりなんやかんやいじった

なあ・・・。

４００００㎞以上乗って、ボロボロになるまで一緒に走った

バーディー。懐かしい。

転けた回数も最多。。。
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コメント

ひろかっちゃん

ほんまや～時計がしゃべったり、風防に穴あけて酸素送ったり

したやつかいな～懐かしい

管理者（副会長）

そこまで公開して無いのに(^_^;)

確かに最後は酸素ボンベまで付けて燃焼効率考えたな～

（私信）印刷ムリ言ってすみませんでした！
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2006・01・21（土）

「ダイエット＜生＞」は本当に低カロリーか？

サントリー「ダイエット＜生＞」を買ってみた。ダイエットと

思いっきり書いてあるので気になったのだ。　飲んでみると・

・・　「？」　なんか炭酸水っぽい。まさかと思いアルコール

分を見ると３．５％　　これって軽いはずやわ。　いつも飲ん

でるサントリー「キレ味」は５％　

比較してみた。

ダイエット＜生＞　１００ccあたり２２kcal　アルコール度

数　３．５%

キレ味　１００ccあたり３３kcal  アルコール度数　５%

私の場合、「軽い」酒は多めに飲まないと酔わない。を前提と

して。アルコール度数で割り算。

５％÷３．５％＝１．４２８５７



ブログ

42

１．４２８５７倍飲まないと「キレ味」と同じように酔えない

んや・・・・。

じゃあカロリーは？　２２kcal×１．４２８５７＝３１．４

２８５４kcal　・・・キレ味と変わらなくなる。

また、糖質は７０％カットらしい。ただしこの数字に１．４２

８５７を掛けると

７０％×１．４２８５７＝９９．９９９９％となる(^^;) 　他

にも利点があっての商品だろうから意地悪はこのへんで～～。

コメント

ひろかっちゃん

おいおい！計算すんなよ！

Ａｎｎｉｅ（管理者）

・・・(^^;)
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2006・01・22（日）

手前味噌ですが、ケータイ待ち受け画像アップ。

昔に鹿児島へのツーリング途中で撮った「ルーピン」。普通な

ら手前にピントを合わせなければならないのに向こう側の花が

クッキリです！！

Blowin'Roadのロゴで遊んでみました～。
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どちらも２４０×３２０ピクセル、使用機種はＮ９０１ｉｃ

です。・・・だれも使わないか(^^;)
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2006・01・24（火）

滋賀県草津市「とまとＷＡとまと」にて

またまた宣伝になりますが・・・。

美味かったモノシリーズ。

まず一つ目。蒲焼き一匹分使ったウナギ丼。贅沢。お持ち帰り

したら家族にほとんど持っていかれた。（ウナギのほとんどは

卵焼きの下に敷き詰められています！）

そして絶妙のタレが効いてる照り焼き丼。マスターに「美味

かったら涙流せ」と言われましたが・・・。
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さらに今日は。一押しです！「山芋焼き」　お好み焼き（広島

焼き風なんかな？）の間に山芋とスジ煮込みたっぷりで最高な

アテ！
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こんなに食べてて５７㌔キープしている自分が不思議だ。

・・・この店本業は「近江牛の手作りハンバーグの店」なんで

すが・・・(-_-;)
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2006・01・28（土）

滋賀県草津市「とまとＷＡとまと」にて 　２

この店で飲んでいると凝り性なマスターが色々作ってくれる。

トンペイ焼き風。

これは個人的には俺の知っているお好み焼き屋さんで食べたど

れよりも美味しかった。

講釈できないけど、美味いです。

そんなわけでいつもより余計に呑んでしまった～！

・・・「手作りハンバーグの店」ちゃうん？？？
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2006・01・29（日）

バーディー８０　加速が・・・。

最近クラッチが滑り気味で加速しないバーディー(T_T)

グレードの高いオイルを入れたせいなのか・・・？

ＨＯＮＤＡの「Ｇ３」はキツかったみたいだ・・・。

少し安いのに替えたらちょっとマシになったがまだだめ。

添加剤の関係で小排気量のバイクにはハイグレードオイルは不

向きらしい。クラッチに影響が出る。

結局はやしサイクルさんに預けて診てもらうことにした。ク

ラッチをバラしてくれるとのこと。

フロントタイヤも滑りだしたのでＢＡＴＴＬＡＸ BT-390を

発注！突っ込みに備えてフロントブレーキシューも発注！

こうなったら納得いくまで仕上げてやる～～！

コメント

ずぶろく

　安いオイルでもカブにヤマハのエフェロを入れたらクラッチ

が滑ったり、メイトにホンダのG1を入れたら減りが早かった

そうな。
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2006・02・01（水）

バーディー８０　加速が・・・。　２

先日、土曜の夕方に「はやしサイクル」さんにバーディーを預

け、診てもらうことに。

日曜の朝、「オイルが白濁してます！」とのメールが(@_@)

　なんで？と思いながら見に行くと、確かにミルクチョコのよ

うに濁ったオイルが抜かれていた。

説明では、たまにエンジン内部が結露して、エンジンが暖機し

きれないような短距離走行を繰り返すと起きやすいらしい。完

全に暖まってしばらく走れば蒸発するらしい。　で、その水分

がクラッチにも影響していたようだ。　結局クラッチ周り等掃

除とオイル交換を格安でしていただきm(_ _)m

翌日走ってみると確かにクラッチの調子も良くなっている！こ

の冬はオイルの点検をマメにしないと・・・。

フロント用のバトラックスＢＴ３９０とブレーキシューは後日

入荷なので、また報告します。
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2006・02・12（日）

滋賀県草津市「とまとＷＡとまと」にて 　３

夜分に用事で「とまとＷＡとまと」さんに行く。

マスターが自分の夕食を作るときに私の分も用意してくれた。

夕食済ませてきたと言ってるのにq(T▽Tq)(pT▽T)p

餃子とラーメンである。餃子はパリッとした焼き加減、ラーメ

ンは野菜・とき卵・コチジャン入り。

マスターはこの倍くらいの量を食べていた。

くどいようだが「手作りハンバーグの店」である。

食べきれないと思っていたのが意外にパクパクと完食！！美味

かった～。

たまにはハンバーグ食べたい・・・。
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コメント

ＸＪ400Ｄ

　トマトＷＡトマト常連だったのですね。いつか行ってみたい

と思っていたら知らない間に無くなっていたので諦めていまし

た。そうしたら、ここで語られているじゃないですか。トマト

ＷＡトマト、あのお店その後どうなったのでしょう。

Ａｎｎｉｅ（管理者）

XJ400Dさん、はじめまして(^^)

とまとさんは今年の３月末で閉めてしまわれました。残念

です。

とっても美味しいお店でした・・・。
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2006・02・13（月）

バーディー８０　フロントタイヤ、ブレーキ交換。

ＢＡＴＴＬＡＸ BT-390とブレーキシュー入荷。

元々フロントタイヤのサイズは２．２５-１７なのだがBT-

390は２．５０-１７しかラインナップがない（はず）なので

・・・、まあ太いに越したことないし～！

はやしサイクルさんも「泥除けに干渉しないかなあ～」と心配

しながらだったがバッチリ収まってくれた。

ブレーキシューは厚さにして１ミリ減っていただけだったが、

効かないんだから替えないと！

さすがプロは仕事が早い。あっという間に交換終了。　スイン

グアームのブッシュも交換予定だったのだが・・・。

この部分。リアの支点です。
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これが大変な箇所でマフラー・ステップ・チェーンケース及び

チェーン・サスペンション・タイヤ・・・とリアの足周りを全

部外さないと交換できないパーツだった。そんなこと知らずに

気軽にお願いしてしまった・・・('〇';)

こんなパーツ。
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しかもかなり固く打ち込んであるモノなので簡単には抜けず、

スイングアーム自体にサビが出ていることもあり無理はできな

いので断念。しばらくはこのままでもＯＫとのことで、そのま

ま組み直して頂いた。

自分でやろうなんて思わなくてよかった・・・。

そして、タイヤ交換の感想！

・・・慣らし出来てないのですが、かなりいい感じ。ミシュラ

ンＭ３５に比べると心持ち車高が上がったかも。寝かせていく

時の感覚も若干違う。後日また書きます。ブレーキも良く効く

ようになったし楽しみ。

トラックバック

タイヤ交換 三点方式
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http://plaza.rakuten.co.jp/teijin/diary/

200710140000/

トラックバック失礼します。タイヤ交換 すると

きの常識として、自分でするときは付属の工具を

使って、左右の前輪と後輪を一本ずつジャッキ

アップする方法しかないと思ってました。
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2006・02・15（水）

バーディー８０の仕様変更します。

タイヤ交換と同時進行だった計画が少し前進。

またまた「はやしサイクル」さんに迷惑かけるかなぁ・・・。

詳細は後日。

失敗したら・・・。でも一応公開いたします。

チャーンのお母さん・ＳＵＺＵＲＡＮさんへ。

「「タイ料理のチャーンに行ってきた。」について」について

はじめまして、Ａｎｎｉｅです。

トラックバックありがとうございます(*^-^)

開店楽しみにしています！

きれいな表紙のブログにも時々お邪魔します！

 



ブログ

58

2006・02・25（土）

バーディー８０の仕様変更します。 ２　（キャブ

レター換装）

先日の記事の続き・・・。

バーディーのキャブレター及びエアフィルターを変更すること

にした。

長く乗るならノーマルが最良とは頭では判っているものの、こ

のシャーシでもう少し楽しみたいという考えもあり、以前から

練っていた計画を実行して自分なりの答えを出そうと思う。

「はやしサイクル」さんにＧＡＧ用の「ビッグキャブKIT　ケ

イヒンPC Φ20 」が到着。ノーマルのキャブはVM14 ＳＨ

（Φ14）である。　

※１：ＧＡＧとは：１９８６年にＳＵＺＵＫＩから発売され

た、バーディー５０のエンジンを積んだ可愛いレプリカ風のミ

ニバイク。現在希少価値もある。ＧＡＧを愛好されている方の

ＨＰもある。

※２：バーディー８０のＭＪは８７．５　ＰＪは１２．５であ

る。このたび積むキャブには出荷時に８５のＭＪが付いてい

る。今後変更予定。

よく、ＧＡＧのボアアップにバーディー８０のエンジンパーツ

を流用するらしいが、今回はその逆である。ＧＡＧをボアアッ

プした時に付けたりするビッグキャブをバーディーに使う。
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ちゃんと装着できれば、もともと８０ｃｃのエンジンの潜在能

力を引き出せるはず・・・？！　

土曜日の１４時から、はやしサイクルさんが閉店する１９時ま

で取り付け作業をすることに。できれば走行可能な状態にまで

したい。週明けの仕事に使うからだ。（わがまま・・・）

そんな微妙な緊張感の中、お店をお借りして作業開始。

ノーマルよりかなり大きなキャブレター、しかもハイスロ付

き。ハイスロは今回はパスした。

まな板の鯉状態である。
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問題発生。マニホールドにキャブを付けようとするとエンジン

に干渉する。インマニとキャブの間を５ミリほど離さないとい

けない、弟の案で耐油性のゴム板を挟むことに。

こんなんでいいのだろうか？
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なんとかキャブは取り付け完了。

燃料ホースが届かなくなった。スクーター用のワンウェイバル

ブ？（燃料の逆流を防ぐパーツ）をお借りしてホースを延長。



ブログ

62

後に燃料ホースを入荷。

キャブが少し斜めになるため純正エアクリーナーが付かない。

はやしサイクルのおにいちゃん（以後「お兄ちゃん」）と、写

真を撮るために来てくれた会長と三人がかりで無理矢理押し込

む。そのためエアクリーナーのホースがかなり変形してしま

う。ホースに切り込みを入れて、周りをビニールテープで巻

く。「エアー吸い込めるの？これで？」と不安になるが、時間

がない。とりあえず動いてくれたらその間に考えられる。
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アクセルワイヤーの金具の形状が違うため、ワイヤーに負荷が

かからないように取り回しも変更。お兄ちゃんにお任せ。

これでとりあえずエンジンがかかるかテスト・・・。
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私の不安をかき消すかの如く、なんと一発始動！

お兄ちゃんも「うそっ！」と驚き。ちゃんと一応のセッティン

グ出してあるんだ～と感心。

試乗するとやはりおかしい。高回転域は使えない。しかし中低

速のトルクは若干上がった。エアフィルターは変更しないと

ちゃんと空気が吸えない。

課題を残しながらではあるが、仕事には使える。よかった。

続く。

バーディー８０の仕様変更します。 ３　（パワー

フィルター）

やはり純正のエアクリーナーは装着に無理があるため、パワー

フィルターを発注。

吸気音が大きくなるのは避けたかった。しかし現状では走行に

支障も出るし、第一キャブを替えてパワーダウンでは・・・　

(Ｔ▽Ｔ;)

発注２日後に入荷。早い。このような状態では雨天だと走れな

いので「スーパーパワーフィルター（ストレート）」を発注。

カバー付きなので雨などは入らないようになっているらしい。
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早速取り付けるが泥除けに干渉する。お兄ちゃんにカバーを叩

いて凹ませてもらってなんとか装着。

こんな感じになった。
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試乗すると、かなり・・・、一回り違う！

吹け上がりもスムーズ。空気が吸えていなかったのがこんなに

影響していたのか。

２速の加速が別物になった。　６０㎞/ｈまでの加速が段違い

である。最高速も５キロアップした。

吸気音が大きくなったのが気になる。

先日ゴム板で作ったインマニとキャブの間に挟んだスペーサー

をアルミで作ることにした。

ネットオークションで材料を手に入れたのでまたアップし

ます。
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2006・02・26（日）

バーディー８０の仕様変更します。 ４　（インマ

ニの延長アダプタ製作）

先日、キャブレターの干渉を防ぐためにゴム板を付けていたの

だが、アルミ板で作り直す。

プリントアウトした紙をアルミ板に貼り付け、カッターナイフ

で切って「ケガキ」する。
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コッピングソー（糸鋸）とドリル・ヤスリで加工するが、どう

もいびつ・・・。

とりあえずこれで様子を見てみる。試乗した感じでは問題ない
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・・・かな。
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2006・02・28（火）

バーディー８０の仕様変更します。 ５　（ジェッ

トニードル　クリップ位置変更）

バーディー８０のキャブレターをケイヒンPCΦ20に載せ替

えてから１０日間。

パワーフィルターの五月蝿い音にも少し慣れてきた。（しかし

近所や住宅街ではあまり回せないので静か～に乗っている

o(>_<)o　）

先日、ジェットニードルのクリップ位置を標準の３段目から１

段濃い目にしたのだが、プラグがすすけていたので「薄くした

らどうなるんだろう？」と、標準より１段薄めにしてみた。

見事に失敗。パーシャルで走行しようとするとかなり不安定に

なる。アフターファイアーを起こす。そこで標準位置に戻して

みたら調子がいい。加速も力強い。結局標準位置でクリップ位

置はよしとすることにした。

メインジェットが届いたら何番から試そうかな？

今のキャブに付いているのが８５番。バーディー８０のノーマ

ルでさえ８７．５番だったから・・・。

あ。それより、まず風邪治さないと。
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2006・03・01（水）

サントリー　「ジョッキ生」

毎日「キリンラガー」と「キレ味」なので、最近発売の

「ジョッキ生」を試してみた。

「キレ味」と同じメーカーでも全く別物だった。口に含んだ瞬

間に苦さとも酸味とも付かない味が広がり、後に合成甘味料の

嫌な甘みが残る。これなら「キレ味」のように割り切った味の

方が私としては好きだ。
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2006・03・03（金）

バーディー８０の仕様変更します。 ６　（パワー

フィルター　カバー自作）

スーパーパワーフィルター（全天候型、カバーが付いている）

のカバーが干渉するために叩いて変形させているが、もう少し

効率をよくしたいと思いカバーを自作することにした。

計算でＲを算出するほど数学はできないので、まずＡ４のコ

ピー用紙で造型。

原型ができた。
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正確に円を作るため、スキャナで拾ってＤＴＰソフトでな

ぞる。

とりあえずプリントアウトして、ちゃんと組めるか試す。



ブログ

74

もう一度スキャンして煮詰める。

これで寸法が出ているかな？

素材はアルミか、リン青銅板か・・・。半田付けして組んでみ
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よう。また報告します。

それまでにＭＪ入荷だろうから、吸気変わってセッティングや

やこしくなりそうかな・・・。

素人だから、やりたいようにやってるけど・・・。

その前に、雨よけのカバー外して変化があるか試すのが先か

(-。－;)

コメント

会長

紙コップを防水コートしたら・・・
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2006・03・09（木）

バーディー８０の仕様変更します。 ７　（パワー

フィルター　カバー自作続きとＭＪ交換）

タイトルがどんどん長くなっていく今日この頃。

ＭＪのセット（＃８８、＃９０、＃９２、＃９５）が届いたの

で早速交換(*^▽^*)♪　＃９２を入れたのだがまだプラグが

白いようなので＃９５にしておいて様子を見ることに。　イン

マニとポートの段差が気になる・・・。今度はやしサイクルの

お兄ちゃんに相談しよう。

それから、製作中だったパワーフィルターのカバー。アルミの

半田付けが困難だった（アルミ用のフラックス等の入手が面倒

だった）ため、近くのスーパーに行き「プリン型（大）二百数

十円相当）」を買いました。元々付いていたカバーよりサイズ
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はいい感じ。

テフロン加工だから錆びないし。とりあえず付ける。こんな感

じで(^^;)
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吸入はこんな感じで良いんだろうか？音は変わらなかった。　

続く。

コメント

会長

やりだしましたな。見ていても面白そうだ！しかし、プリンの

型枠をバイクに組み込んでるやつは日本中探してもいないやろ

な～ギネスに挑戦

しょうちゃん

会長同様の感想ですわ～。

プリン型枠って何！！

話は変わりますが、タイヤありがとうございやした。ちこっと

しか走ってないので、よくわかりません。そのうち走行会でも

しよう！！

で、本日、光電話が無事接続できました。ホッ

Ａｎｎｉｅ（管理者）

用を成すモノがたまたまね～。

とりあえずセッティング決まったら軽くお泊まりツーリングに

でも。

しょうちゃん、接続完了オメデトウ！
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2006・03・11（土）

バーディー８０の仕様変更します。 ８　（ＭＪま

た買いました。）

ＭＪを＃９８に変更。暖機が甘い上にあいにくの雨でよくわか

らない。

試しに＃１０８を付けるとプラグが真っ黒になった・・・極端

な変更だったがエンジンは正直だ。

＃１００と＃１０２を発注したので、たぶんこのあたりで決ま

ると思う。　しかし先ずははポート加工かな。最高速はほとん

ど変わらない状態が続いている。回転の限界？それからアクセ

ル開度によって（低開度）もたつきが感じる時がある。できれ

ば全域スムーズにしたい。

現在エアスクリュー１．５戻し　ピン位置は３段目（標準）。
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2006・03・24（金）

バーディー８０の仕様変更します。 ９　（ポート

加工とＭＪ変更。）

インマニとシリンダヘッドの直径を合わせるためポート加工

(段付き修正）をすることに。

本来はヘッドを外して、バルブを抜いて行わないとイケナイの

だが時間もないし（面倒なので・・・）　削りカスがヘッド内

に入らないようにスポンジを詰めて作業することにした。台所

用のスポンジに針金を巻き付けておけば、作業後簡単に抜

ける。

しばらくヤスリでちまちま削るがなかなか大変（直径１９．５

ミリから２２．３ミリまで広げる）なので、小刀でゴリゴリ削

る！アルミだから面白いように加工できる。

注意しないと傷付けてしまうが。その後ヤスリとペーパーがけ

で完了。掃除機でカスを取りながらスポンジを取る。
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試走すると、なんだかアクセル開度によって頭打ちというか、

伸び悩む部分が出てきた。「谷間」というモノなんだろうか。

　しかしＭＪの領域に入るとかなり良くなった感じ。

その数日後、ＭＪ＃１００と＃１０２が届いた。

とりあえず＃１００を付けてみる。２速で６５㌔まで伸びるよ

うになった。以前は６０㌔までだったが、余裕が出てきた。だ

が２速で４５㌔あたりからパワーバンドに入るので街乗りでは

扱いにくい・・・。街ではおとなしく走れということか(^_^;)

現在エアスクリュー１＋１/８戻し　ピン位置は３段目（標

準）　ＰＪ＃３５　ＭＪ＃１００。

これから暖かくなるし、素人セッティングはどうなっていくん

だろう？
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2006・04・09（日）

バーディー８０の仕様変更します。 １０　（ニー

ドル加工とイグニッションコイル交換。）

キャブレター調整も自分なりに行き詰まってきたので、思い

切ってニードルを削ってみた。

ドリルのチャックにニードルをくわえて回転させながらペー

パーがけをし、研磨剤「ピカール」で仕上げた。ピンの位置を

標準より一段濃い方にすると吹け上がりがかなり悪くなったの

で、標準より一段薄い方にしてみる。以前なら薄すぎてパー

シャルで不安定になっていた中開度が改善された。下から上ま

でスムーズにつながるようになった(^O^)

それから、はやしサイクルさんに発注していたイグニッション

コイルがとどいたので、早速交換。かなり火花が弱くなってい

たので・・・。
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純正のパーツなので交換は容易だと思っていたが、ネジが固着

していてインパクトドライバーでも緩まない、挙げ句にネジの

頭をナメてしまった。

結局、ハンドグラインダーでネジの頭を削って取り外した。疲

れた・・・。

明日調子を見てみよう。

現在エアスクリュー１＋１/４戻し　ピン位置は４段目（標準

より一段薄い側）　ＰＪ＃３５　ＭＪ＃１００。
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2006・04・22（土）

ＨＯＲＮＥＴ２５０のタイヤ買うぞ！

本日、「はやしサイクル」さんに「おまかせ」で選んでもらっ

てタイヤを発注。５年ほど履いていたバトラックスＢＴ-０１

０は、もの凄い硬化・・・。今年は替えないと乗れない。

そんなわけで安いタイヤでっ！てことで「おまかせ」発注。但

し銘柄はバトラックスシリーズ限定で。安いわけないやん！

また報告します～！　ポジションも見直したいし、今年は楽し

いツーリングになりそうだ。
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2006・05・29（月）

ＨＯＲＮＥＴのタイヤ、バトラックスＢＴ-０１

４になりました！

久しぶりの更新になってしまった・・・。

前回、バトラックスに履き替えるぞ～～！と書いておりました

がＢＴ-０１４を購入。しっかり走ってきました。

慣らしもそこそこに・・・。はやしサイクルのお兄ちゃんに頼

んでパーツクリーナーでワックスを落としておいてもらってい

たので安心でした。

敦賀方面へのツーリングでしたが気持ちよかった！詳細は会長

のブログにて。

全然滑らない。タイヤってこんなにグリップする物だったかな

あと。５年も履いたタイヤは立ち上がりでアクセル開けたら

滑ってたからなあ・・・。

こんなことなら早く替えとけばよかった！・・・とは言えな

い。バトラックスは高いから(T_T)　

本日２つ目の記事です。

もうひとつ、今日は「タイ料理レストラン　チャーン」さんに

行ったことも書いておこう～！

ちょっと単車に乗りたい気分になったので会長を誘い軽く走り

に行った。峠の登りでクルマを追い抜いた後、どんどん点に
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なっていく会長のＣＢ１３００(T_T)/ 　すごい加速やな～。

と感心！

しかしその時にはすでに私の体調に異変があった。

朝飯も昼飯も食べてない・・・！

腹減った～～～！！

せっかく出かけたんだからどっかで食べよう。ということで。

大津市唐崎まで行って来た。久しぶりにめっちゃ美味しいレッ

ドカレーを食べた！普通空腹時にあんなに辛いのを食べたら胃

がおかしくなりそうなものだが、全然平気なのはなんで？

単車を運転だから、ビールが飲めなかったのと、忙しそうにし

ておられて話が出来なかったのが心残り。

あ。写真撮るのも忘れてる！
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2006・06・03（土）

Asahi 「ぐびなま。」

最近は「ジョッキ生」を飲んでいたのだが、スーパーに寄った

時に目に付いたアサヒの「ぐびなま。」

実はポスターの小西真奈美に目が行ってしまったのだが(*^_

^*)

とりあえず冷やして飲んでみた。

最近売っていない「キレ味」を思い出させる後味の無さ。アサ

ヒがこの方向に来るとは・・・。「本生　アクアブルー」系を

期待していたが、これはこれで割り切っているなあと。でもア

サヒが出すかなあ？！っという感じだ。

キリンの出す発砲酒よりは、個人的には受け入れられる。

むにゃむにゃした甘みもそれほど無いので、今後はこれを飲も

うと思う。
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2006・06・19（月）

Blowin'Road メンバーのしょうちゃんが単車を

購入。

このたび、メンバーのしょうちゃんがＨＯＲＮＥＴ２５０を

購入。

私のと同じ単車である。カラーは黒い車体に金色のホイール。

また、あおられて走らなければならないのか～(T_T)

ウチのＨＯＲＮＥＴは’９７年６月２０日に納車された（あ！

明日だ！）満９歳を迎える単車。

現在もほとんど形を変えずに作られているのが、なんだか嬉

しい。

まあ、しょうちゃんの慣らし運転が終わるまでは安泰（？）

です。
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2006・07・25（火）

バーディー８０　夏仕様セッティング。

梅雨もそろそろ明けそうな今日この頃、久々の更新。

春先のキャブセッティングのままだったので、プラグが真っ黒

になっていた。夏用にＭＪを変更した。エアスクリューも１/

４開けた。

現在エアスクリュー１＋１/２戻し　ピン位置は４段目（標準

より一段薄い側）　ＰＪ＃３５　ＭＪ＃９８。
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2006・11・13（月）

一年ぶりにバトラックス発注！

またまた更新が久しぶりで。

バーディー８０のリアタイヤが、かなりイケナイ状態なので交

換しなければ。

キャブもＭＪ等セッティングしました。

現在エアスクリュー１＋１/２戻し　ピン位置は４段目（標準

より一段薄い側）　ＰＪ＃３５　ＭＪ＃１００。

今のところは一発始動だが、真冬になっても大丈夫なんだろ

うか。
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2007・05・18（金）

二輪スクールに参加してきました。

お久しぶりの書き込み。

先月、知り合いの方から滋賀県の交通安全協会が主催（やった

と思う・・・）されているバイクスクールに行きましょうとお

誘いを受けた。いつもは会長や升ちゃんとしか走らないので、

いろんな方々に混じって練習するのはどんな感じなんだろうと

興味もあり、さらに弁当も付いて３０００円という超リーズナ

ブルなお値段に「行きます！」と言ってしまった。

当日、滋賀県の免許センターのコースで、バイクの大会で優勝

されているような先生方に朝から夕方までみっちり教えて頂

き、すごく勉強になった。スラロームもあり、バランス走行も

あり・・・。参加してよかった～！誘って頂いたＴさんに感謝

！

会長が俺に内緒でビデオを撮っていたので、少し動画アップ。
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2007・06・08（金）

バス釣り

しばらく使ってなかったロッドとリール…。いい時節になった

し、そろそろバスと遊んでもらおかな　 　

コメント

あき

バスつりですかー<゜)))彡

梅雨までのこのごろ

暑くもなくいい感じの季節ですもんね＾＾
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Ａｎｎｉｅ

そうそう！

って、見てくださってありがとうございます！
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2007・06・10（日）

夕食。

今日の夕食はしめじとチーズが乗ったハンバーグ　 　

あ～ビールが美味い！！

そういえば「とまとWAとまと」のハンバーグしばらく食べて

ない・・・　 　

コメント

さとやん

うわっっ、おいしそー！！

Ａｎｎｉｅ

美味しかったです!(^^)!
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あき

お二人ともコメント時間がおかしいですよー＾＾

おいしそ～お☆

あ、そういえばわたくし。

金曜日、オーソドックスハンバーグ食べてきました（＾＾ｖ

Ａｎｎｉｅ

コメントm(_ _)m

食べましたか～　羨ましい～(T_T)
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2007・06・13（水）

とまとWAとまと　で

タコの唐揚げをいただきました。

お酒に合います。美味しかった～。

あ！もう寝ないと明日も早起きやのに(@_@)

コメント

あき

そーですやん！

もう今日もねないとー！！

たこ唐もとまとさんしてはるんやーーー＾＾
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2007・06・21（木）

壁紙。

ごちゃごちゃしたパソコンデスクはどうでもよく、この度部屋

の壁紙が新しくなりました～。明るっ！

ついでに部屋も大掃除　 　この状態がいつまで続くかなあ。

コメント

あき

壁、白くかがやいてます！

あにいさんの楽しい時間がいっぱいつまってそうなお部屋です

な＾＾



ブログ

99

Ａｎｎｉｅ

はい。これからもそんな場所にしていたいです(^^)

とか言いながら一人で飲んでますが。

さー寝よ～。
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2007・06・25（月）

バーディー８０　パワーフィルター洗浄

いよいよ梅雨・・・　 　　燃調は濃くなるし嫌やなあ。

なんか最近調子悪いし・・・。

パワーフィルターもそろそろ洗ってやらないと！

パーツクリーナーを内側からかけて、高圧エアで吹き飛ば

した。

でもあまり変わらない。あ！こないだプラグいじったからかな

？
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2007・06・29（金）

トマトのお酒　サントリー「ＴｏｍａＴｏｍａ」

発売日４月３日　気になっていたので酒屋さんで取り寄せても

らった。

容量500ml　アルコール分12%　トマト果汁58%

ロックで飲んでみると、すごく飲みやすい！　ざらつきの無い

トマトのリキュール？白ワインベースだそうで、色も綺麗。つ

いつい飲み過ぎてしまった。

う～んもう一本買っておけば良かった。
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コメント

あき

ほほ～

おいしそうですな♪

取り寄せってことはあんまし売ってないのですか。

ますます気になる～！

Ａｎｎｉｅ

ウチの近所には売って無かったです。。。

塩や黒胡椒を入れても美味しいらしいですよ！
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2007・06・30（土）

サントリー　「金麦」

昼にスーパーで買い物をしていて、「壇れい」のポスターに惹

かれて試しに一本買ってきた。

ＣＭの「金麦と待ってるぅ～～！！」で。・・・アカン！純粋

に味を確かめなくては！

分類はリキュール。なんか香料っぽい匂いがあって、飲んだ後

に麦？っぽく味付けが。

発泡酒くらいの価格設定の飲み物は、できればすっきりと味の

無いくらいの方がいいかなと思っていたので少し期待はずれか

も。でも個人的には好きな部類。

常に飲んでる「本生　アクアブルー」も慣れたらカロリーも低

いし言うこと無しやし。

そうそう、たまに宝酒造の「焼酎ハイボール」シリーズはさっ

ぱりしてて大好き。

しかし、壇れいって意外と私と歳が近いのか～。

「金麦と待ってるぅ～～！！」　いいな～～～。
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バーディー８０　先日の話の続きと夏用にＭＪ交

換

先日、バーディー８０の調子が悪い・・・。と思っていたのが

実は大きな素人ミスだった。

アクセルワイヤーが弛む状態になってしまっていたからだっ

た。キャブレターを換装した時からの問題点があって・・・　

う～ん説明がしにくい！要するにキャブの全開付近が使えなく

なっていた。意外に気づくのに時間がかかってしまった。街乗

りが多かったせいもあるが。

エポキシボンドで直し（これも説明しにくい～）きっちり開け

られるようになった。



ブログ

105

今日は冬仕様だった＃１００のメインジェットを＃９８に交

換。これで高回転伸びてほしいなあ。

現在エアスクリュー１＋１/２戻し　ピン位置は４段目（標準

より一段薄い側）　ＰＪ＃３５　ＭＪ＃９８。　

もう季節が変わってもピン位置は変更しなくなるかも。
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2008・07・09（水）

一年ぶりの更新て・・・。

日記・・・随分ほったらかしです。

彼女ならとっくに自然消滅です　 　

最近は家でこんな風に呑むのが多いかなぁ↓　あ。ＳＢカレー

の缶は灰皿です。

近所のお店にも行ってます。「向日葵」っていう良い店です。

次回紹介しようかな。

コメント

あき

あらあら！1年も経ってましたか～
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次向日葵さん紹介期待してますね♪

Ａｎｎｉｅ

ありがとうございます。

相当無精してます・・・。
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2008・07・28（月）

模様替え

２０年も前のアンプを引っ張り出して、部屋の模様替えを兼ね

てスピーカー設置。

パソコンのモニターに付いてるスピーカーで慣らされかけてた

ので、中高生時代に音楽聴いてた頃を思い出しながら・・・。

SONYの333ESXってアンプに久々に電源入れて、コードつ

ないで、ん～呑みながら、音楽ってやっぱり贅沢だ。ちょっと

バテ気味の体に鋭気が　 　

あ。向日葵紹介できなかった。
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コメント

あき

きれいなお部屋ですね～～☆

私も今音楽はＰＣか車で聴いてますわ（＞＜）

贅沢しなきゃ～ですな！！

Ａｎｎｉｅ

そんなことないですよ～。しかも、

押入の中は・・・です(^^;)
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2008・08・15（金）

お盆休みしながら　（バーディー８０　スロー

ジェット購入）

ＰＣ２０用＃３８スロージェットを購入した。

＃３５では薄いと思った。立ち上がりがもう少し良くなるかな

？

リアサスも変えたいけどもう少し様子見てからにしよう。

４００００㎞超えのバーディーやけど、まだ頑張ってくれてる

　 　

そうそう、お盆休みしながらってタイトルだった。休みだから

結局厨房の掃除で油汚れと闘ってました。

暑い時期の掃除って汚れが落ちやすいし、ピカピカになると気

持ちいい！

体力的には・・・　 　ですが。

なんとなく先日作ったサラダの写真をアップしてみます。なん

か呑みながら更新したら締まりないですね～。



ブログ

111

コメント

とんくも

こんにちは。だいぶ前にメールをいたしました、バーディー乗

りの田中誠治です。走行距離すごいですね！僕はまだ２２００

０ほどです。

サラダめちゃくちゃ旨そうですね！腹が減ってしましました。

笑

ところでちょっと質問ですが、副会長さんは、バーディーのス

プロケットは変更されているんでしょうか？

Ａｎｎｉｅ（管理人）

お久しぶりです！
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コメントありがとうございます。

スプロケの変更はしていません。試してみたいとは思うんです

けどね。

とんくもさんのバーディーも元気ですか？ウチのは実は現在４

３０００㎞超えてます・・・。

とんくも

バーディーは一度側溝に転落し、(ｗ)ボロになってしまって

愛着がなくなりました。そして廃車かと思っていたところで、

奇跡の再塗装、新品レッグ＆仕様変更で復活いたしました。

タイヤをアウトスタンディング　ttp://out-standing.com/　

のスピードライン300にしてグリップアップしました。そし

て安いｗ

スプロケについてはカブ系は取り付けネジのピッチ違いで全滅

です…唯一ＧＡＧ用は取り付けられそうですが、チェーンの太

さ変更しないといけません。

なんとか６０キロ時の音を楽にしたいものです…

Ａｎｎｉｅ（管理者）

廃車寸前だったとは、大変なことでしたね！

塗装もされたんですか！？すごいですね。

ヨコハマタイヤから出てるとは知りませんでした。確かにリー

ズナブルですね。バトラックスは劣化も早いのですが、グリッ

プはかなりいいです。高いですけど(>_<)
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バーディーは流用情報が少なくてつらいですね。
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2008・08・29（金）

サッポロ　麦とホップ

店頭に並んでから随分経って、本日初めて購入した「麦とホッ

プ」

ホンマに私にもビールなんかなあ～？と思いながら飲んでみた

ら結構イケる。多分苦みが強いからだと思うけど。

最近生ビールを飲む機会が多いので発泡酒の好みも変わってき

たのかな？
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2008・10・10（金）

ＰＣの電源に連動して外部機器の電源を入れる

ＰＣモニタのスピーカーで音楽を聴くのがいやになって外付け

スピーカーにつないでいたのだが、いちいち電源を入れるのが

面倒くさい！

で、ネットでいいものを見つけてしまった。

ソリッド・ステート・リレー（ＳＳＲ）キット というものが

ある。ＰＣの電源から出ている５Ｖでリレーを動作させること

にした。部品点数も少なく、説明書も詳しく書いてくれてあっ

たので作るのは簡単だった。

でも視力が落ちてるからハンダ付けが大変だった・・・。
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コメント

aki

かんたん！？

なんだか難しそうにみえるんですが～～（＞＜）

そんなんできはるの、すごいですね☆☆

Ａｎｎｉｅ（管理者）

すごくないですよ(*^_^*)

自作したら数百円で済むので・・・(^^;)　
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2008・11・26（水）

ＰＣ電源（ＰＳＵ）交換

先日から朝の一発目に電源が入らなくなった。

コンセントを抜いて１０秒待ってから入れると何とか起動す

る。電源の故障らしいので交換・・・。

８年前に買って、ＣＰＵやらＨＤＤ交換で使ってきたけどつい

に来ましたか　 　

左が購入した新しいＰＳＵ（４００ｗ）。今までのが３００ｗ

なので余裕がある～。

で、配線をバラバラ外して。
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ＰＳＵを取り付けて配線し直す。

無事起動した。よかった～～(^^;)

古いＰＳＵを分解してみたら、電解コンデンサが膨らんでい
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た。よくあるコトらしいです。中央にある緑色の部品の頭が膨

らんでます。
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2009・01・03（土）

お正月

あ～、この２日はかなりがっつり呑んでます　 　

さすが正月！昼間からべろべろです！

さ～明日から仕込みがんばろ～　 　
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2009・01・06（火）

酒リーマンのフードライフａｔ京都

最近よく見させてもらってるサイトです。　ン～ブログってい

うのか　 　

呑みに行けない日なんかこちらがアテになりますもん！！
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