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 お知らせ  
 
◆夏季イベントのお知らせ◆ 
 
○くじらなみ夏祭り 
柏崎観光協会の主催する「くじらなみ夏祭り」が７/15(土)･16(日)･17(海の日)の 3日間、マリーナ隣の

鯨波海水浴場周辺で実施されます｡ マリーナも一部イベントに協力させていただくことになりました｡ 具

体的なイベント内容は下記のとおりですので当日は大勢の方々のご参加をお待ちいたしております。 

① 海交流招待クルーズ（オーナーズクラブ・外洋ヨットクラブ・マリーナの共催） 

【日 時】 7 月 16日（日）午前9時～１１時頃まで 
【場 所】 柏崎マリーナ大型桟橋付近で発着します。 
【内 容】 海の日の記念イベントで、一般の方々にボートやヨットの乗船体験をしていただきます。 

            クルーズに協力していただける艇やメンバーを募集しております。 

      また当日は、一般の方が来訪されますので、ご了承ください。 

② 花火大会(観光協会主催) 

【日 時】 7 月 16日（日）午後8時～

【場 所】 鯨波海水浴場付近 

【内 容】 海岸から見る一足早い海の大花火大会。当マリーナの花火も上がります｡ 

③ 朝市屋台(観光協会主催) 

【日 時】 開催期間中 毎日午前中

【場 所】 マリーナ外駐車場（鯨波側） 

【内 容】 観光協会で、さまざまな屋台等(鯛めし、やきそば、コロッケ、ケーキ等)を出店します。 

その他、期間中鯨波海水浴場にて、よさこいや地元民謡・ゲームなどのステージイベント、潮

干狩りや宝捜しなどの砂浜イベント、マリンスポーツ体験会などが実施されます｡ 
 
○キス釣大会（オーナーズクラブ主催）  

【日 時】 7月 16日（日） 午前 5時～正午

【参加費】 無 料 
【表 彰】 ５位までと大物賞  全参加者の検量終了後に表彰式を開催 
【申し込み】 7 月 9日（日）までにマリーナに船名と参加者氏名（複数可）のご連絡を 
 ※実施要領等はマリーナロビー内の掲示板・HPをご覧下さい｡ 
 
○マリーナフェスティバル（夏季会員懇親会 オーナーズクラブ・外洋ヨットクラブ・マリーナの共催） 
 料金を含め、詳細が確定しておりませんが、見込概要は次のとおり計画しております。  
 詳細確定後、改めて案内をHPその他でご案内いたします。 

【日時】8月 5日（土） 夕方から宵の口くらいまで

【場所】柏崎マリーナ内または隣接公園 

【内容】マリーナ会員間の懇親を目的としたバーベキュー大会。音楽バンド演奏も予定。 

【会費】大人3,000円／中学生以下2,000円程度で検討中です。（ビール・ソフトドリンク飲み放題予定） 

【申込み】8月 1日（水）頃まで艇ごとにマリーナに参加人数を申込んでいただく予定です｡ 

会費は当日徴収の予定です。 
 
◆営業日と外駐車場の有料化のご案内◆ 

8月 15日（火）は本来定休日となりますが、お盆期間中のため休まず営業いたします｡ 

また、例年のとおり、マリーナ外駐車場が7月１５日～8月16日までの予定で有料となります。 
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◆7/26（水）「柏崎海の大花火大会」について◆ 

柏崎の夏の風物詩でもある海上花火大会が、今年も柏崎港内にて行われます。  

毎年船で海上から花火をご覧になる方も多いことと思いますが、当日観覧に行かれ

る方は事前に船の下架をしておいてください｡  

花火大会は午後7：00頃から始まりますので、当日は午後６：００ごろ出港され

れば十分間に合うと思われます。 

また、昨年同様花火会場付近の海域は安全管理上航行禁止区域等が設定されております。 皆様には詳細

が分かり次第、マリーナ掲示板とホームページ上でお知らせしたいと思っておりますので、ご注意ください

ますようお願いいたします。 
 
◆会議室の週末・祝日等の一般開放について◆ 

夏季期間中の週末祝日に、管理棟２F 会議室を一般開放いたします。 暑くなるこれから

の時期に合わせ、室内を冷房しておりますのでご休憩等にご利用ください｡ 

【一般開放日】7月 15日～9月18日の土・日・祝日・お盆期間中（8月13～16日） 

【開放時間】午前8時30分～午後5時くらいまで（ただし、会議室利用予約がある場合 

は開放しません） 

【そ の 他】 開放時室内は禁煙・禁酒とします。  
 
◆ お願い ◆ 

① トイレ使用について 

最近、管理棟のトイレの汚れが目立つ場面が増えてまいりました｡ トイレの美観に関してはご利用さ

れる側の意識の問題が大きく影響いたしますので、今後会員の皆様が気持ちよくお使いいただけますよ

う、ご協力をお願いいたします｡ 

② ゴミの分別等の徹底について 

現在マリーナのゴミ箱を、管理棟前に燃えるゴミ・燃えないゴミ・空き缶・ペットボ

トル・電池などに分別して捨てられるよう設置しておりますが、最近分別せずにそのま

まビニール袋に詰めて捨てられたゴミが散見されます｡ それらのゴミは回収業者は回

収しませんので、当方で分別し直しております。 また、家庭から持込まれたゴミや別

途費用のかかる粗大ゴミや産業廃棄物（ペンキやシンナー類、オイル缶など）を捨てて

行く方もいらっしゃいます。 ゴミの分別はもはや社会常識です。 

このまま改善しないようですと、マリーナとしてもゴミ箱の撤去も検討せざるを得ま

せんので、ゴミの分別等にご協力をお願いいたします｡ 

③ ボートヤードへの車両の乗り入れについて 

   マリーナ内ボートヤードへの車両乗り入れは、原則禁止となっておりますが、中には時間外で乗りつ

ける方もおられるようです｡今後これが常態化することはマリーナ運営に支障をきたすものと考えられ

るため、マリーナとしても現在緊急措置を講ずる予定です｡ 

④ 小型桟橋の予約係留について 

現在、平面保管艇が時間外や休日に出港する場合には、事前に予約を受け小型桟橋などに係留してい

ただいております。しかしながら最近、出艇数の増加に伴い、明確な出港の予定のないまま小型桟橋

に係留し続ける艇が見受けられます｡ 

マリーナでも、時間外に出港する艇の増加に対応すべく、桟橋外にも係留施設の増設をいたしました

が、係留場所に限りがあることには変わりません。 また、その日の天候や釣果によって係留の予定を

変更せざるを得ないのは重々承知いたしておりますが、安易な場所取りや無計画な係留により、小型桟

橋が必要以上に混雑し、それによる船同士の接触等のトラブルが起こっているの

もまた事実です｡ 

   このような状況が続けば、今後出艇予定が不明で長期係留してある艇の有償上

架や一般使用料の徴収を実施せざるを得なくなります。 皆様におかれましても、

係留予約に則った日程の遵守と、出港しない日の係留はなるべくご遠慮いただき

たいと思います｡皆様のご理解とご協力をお願いいたします｡ 
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おさかな事典 第 13回 「赤ムツ」 スズキ目ムツ科 地方名「ノドグロ」 
 

小型 中型 大型 超大型 

～20cm 20～35ｃｍ 35～50cm 50cm以上 

 

【解説】日本海側では新潟県以南に生息し、水深１００～２００mの岩礁域に棲み、夜間にエビ･カニ･イカ
類を捕食します。 数も少ない上に、船べりにあげるぎりぎりまで暴れるのでバラしやすく、さらには上下

の顎に鋭い歯があり針を飲まれると簡単にハリスを切られるため非常に釣りづらい魚のようです。そのため、

新潟県内や関東の方では幻と呼ばれるほど一目置かれる高級魚です。 
よく聞く「ムツバリ」という種類のハリは、鋭いムツの歯でハリスが切られる事が多いため、飲み込まれ

ても喉の奥にかからないよう針先を内側に曲げて（ネムリを入れる）口の縁にかけるために考案された針の

ことをいいます｡ 地方名である「ノドグロ」の言葉の由来は口の中が黒いことからそう呼ばれています｡ 
柏崎では地元の祭り「えんま市」の時期にあたる初夏に釣れることが多いようですが、毎年その時期めが

けて狙いに行く船は数あれど実際釣れるのは１～２艇ほどで、むしろ釣れない年のほうが多いくらいです。 
 

【調理法】日本海で１番うまい魚とされている程で、柔らかく滴るほど脂の乗ったその白身は、刺身でもお

いしいですが、煮付けや焼き魚にするのが最高といわれています｡ 

値段も真鯛が３，５００円／kg程度なのに比べて、ノドグロは６，０００円／kg以上もします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

告知コーナー（柏崎マリーナオーナーズクラブ（KMOC）様） 
 

オーナーズクラブのこれからのイベントをご案内いたします。大勢の方から参加いただき、一緒に楽しみ

ましょう! まだ加入されてない方は、これを機会にご入会いただきますようお願い申し上げます。 
 

◆年間大物賞（釣大会） 
年間を通じて、釣果の大物賞を募集しております。詳細はマリーナロビーの掲示板またはホームページ上

からご確認ください。 
【対象魚】  キス、メバル、マダイ、ブリ（ワラサ） 
【表 彰】  年末のマリーナ懇親会にて（賞状・副賞あり） 
【検 量】  魚長×重量 検量はマリーナ職員が行いますので、自主申告してください。 
 

◆マリーナ親睦会の共催 
夏季と年末の会員懇親会をマリーナと共催します。また、年末の親睦会前にオーナーズクラブの年末総会

を実施します。（詳細は後日ご連絡します） 
 

◆オーナーズ・クラブ 会員募集中！ 
【会 費】 年間 1,000円

【受 付】 マリーナ事務所で受付けております。未加入の方は是非ご加入ください。みんなで一緒にマリ

ーナを楽しめる施設にしていきましょう。当クラブはそのための組織です。なお、クラブ運営は世話人会で

決定させていただいております。 
（随時、世話人を募集しております。仲間のためにお手伝いいただける方は、ご連絡ください。） 
 



 掲示板  
 

◆施設見学に子供たちが来訪しました！◆ 

 

現在、柏崎マリーナでは小中学生を対象に「総合的な学習の時間」を活用した施

設見学や遠足等の受け入れをしております｡ 

 

５月には高柳中学校の3年生が「高柳の地域づくり」をテーマに柏崎市の観光や

地域作りの現状を学びに、６月には鯨波小学校の3年生が「地域探検」の一環でマ

リーナの施設見学に来られました。 

普段なかなか見る機会の少ないボートやヨットを間近に見学し、子供たちもとて

も

よって、

れ

いました

ら

興味をもって見学してくれたようです｡ 

このような機会をたくさん持つことに 地域の子供たちに海や船、そしてそ

に関連する職業に少しでも興味を持ってもらいたいと考えております｡ 

皆様の中で施設見学の希望がある学校や団体をご存知の方がいらっしゃ

、ぜひご紹介ください！ 

 

◆風向風速計のデータ表示開始！◆ 

皆さんもご存知のとおり、マリーナ管理棟屋上には風向風速計が設置されていま

す

る方には、マリーナのホームペー

ジ

 

｡今までは事務所内のみで現在の風向と風速等を表示させておりましたが、先月

から皆様の出港時のご判断に活用いただくために、管理棟受付カウンター上の気象

モニターでご覧いただけるようになりました｡ 

また、ご自宅でインターネットをご覧いただけ

上からも現在の風向風速や最大瞬間風速など、全8項目の詳細なデータがご覧い

ただけるようになっておりますので、ぜひご覧になってみてください｡ 

 

◆バーベキューテーブルを設置します◆ 

近々、マリーナ管理棟周辺にバーベキューテーブル(８人掛け 1台)を設

置

をご覧になりながら、ご家族やお仲間たちとご

利

は、一定の制限がありますのでご

利

リーナの掲示板にて

 

する予定でおります。 

ご自分の船や目の前の海

用いただけるようになっております｡ 

利用できる時間帯や利用方法について

用をお考えの方はマリーナまでお問合せください｡ 

なお、詳細は後ほどマリーナのホームページおよびマ

ご案内いたします。 

 

 保管

2006年

 

 

4

イメージ画像 

艇数  

6 月 25日現在の柏崎マリーナの保管状況です｡ 

柏崎市内 82 42.7％ DY  ﾃﾞｨﾝｷﾞｰ 5 2.6%

刈羽郡内 3 1.6％  U  B  和  船 10 5.2%

新潟県内 86 44.8％ MB  ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ 150 78.1%

県    外 21 10.9％   CY  ｸﾙｰｻﾞｰﾖｯﾄ 27 14.1%

合  計 192  

 

合  計 192 


