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 お知らせ  
 

■年末年始の休港日について 
   

年末年始にあたる12 月 30 日（火）から 2009 年 1 月２日（金）まではマリーナの休港日となって

おります。 年が明けて新年は、1月 3日（土）からの営業となっております。 

年末年始共々皆様のご利用をお待ち申し上げております。 
 
■大型桟橋艇「共同上架」のご案内 

 
下記、両日に大型桟橋艇の共同上架を実施いたします。 前日に駐車場内の作業区域をコーンで囲いますの
で、当日の午前中は駐車場に余裕がありません。他の利用者の方々には大変ご迷惑をおかけいたしますが、

万が一マリーナ内駐車場が満車の場合はマリーナの外駐車場をご利用くださいますよう、ご協力をお願いい

たします。 
 
＜日 時＞１１月 ３日（月） ８：５０～１１：４５（申込み期限１０月２７日まで） 

   １１月 ９日（日） ８：５０～１１：４５（申込み期限１１月 ２日まで） 
 
 

■「マリーナ会員懇親会」を開催します！ 
  

毎年恒例の「柏崎マリーナ会員懇親会」を来る１1 月 29 日（土）１８：３０より、会場「メトロポリタ

ン松島」にて開催いたします。 詳しい内容は、後日改めてご案内をさせていただきます。 

ご家族・ご友人など大勢お誘い合わせの上、ご参加くださいますようお願いいたします。 また、当日は

柏崎マリーナオーナーズクラブ」の総会も懇親会前に予定しております。 「
 
■「ボート操縦免許」更新･失効講習 
  

毎年開催しております更新･失効講習会を来年の2月 1日（日）に開催いたします。                      

会員の皆様の中で、今回該当される方々には個々にご案内を差し上げますが､お知り合いの方などで該当され

る方がいらっしゃいましたら､マリーナまでご相談ください。 詳細は11月下旬にHP、掲示物などでお知

らせいたします。 
                                        
■ 「体験乗船会」と「海の駅」のTV取材がありました。 

8月 24日（日）当マリーナにて「柏崎マリンスポーツフェスタ2008」の体験乗船会が実施されました。 

また、当日は“体験乗船”と“かしわざき海の駅”の取材を兼ね、新潟テレビ２１「ふるさとウォッチングTV さ
とッチ」の取材スタッフの皆様も来所されました。 

 ヨットやモーターボートのメンバーの皆様のご協力により、あいにくの雨の中にもかかわらず体験乗船さ

れた方々にはとても楽しんでいただけたようです。 
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タレントの相沢真紀さんと一緒

に記念撮影！ 

「かしわざき海の駅」を紹介

していただきました。 

あいにくの雨の中、多くの方々

が体験航海に参加されました。

管理棟前の受付・案内所 

http://satotch.tv/
http://satotch.tv/


■マリーナフェスティバルを開催しました 
 

 ８月２日（土）の夕方から夜にかけて、マリーナ管理棟周辺にて「マリーナフェスティバル2008（夏季

会員懇親会）」を開催いたしました。 

 当日は、約７０名の参加者があり、生ビールにバーベキュー、そして生バンドと、つかの間のひと時では

ありましたが、皆さん大いに楽しんでいただけたようです。 

 今後も夏の懇親会は、冬の懇親会と共に毎年恒例の行事として実施していく予定でおります。 

 同じマリーナで遊ぶ仲間としてこのように一同に会する機会はなかなかないものです。 我々も会員の皆様

の懇親の場としてご活用いただければ幸いと思っております。 

 

 

 

 
 
 
 
告知コーナー（柏崎マリーナオーナーズクラブ「KMOC」様） 
 

■キス釣り大会を開催いたしました！ 

6月 22日（日）、柏崎マリーナにてKMOC主催で「キス釣大会」を開催いたしました。 

昨年は大会直前に中越沖地震があったため残念ながら中止となってしまいましたが、今年は何事もなく無事

開催することができました。 2 年ぶりとなる大会に、参加者の皆様も例年以上に気合が入っていたようで

す。 

 一般的に6月というと、キスはまだ浅場にいることが多く、陸から投げた方がよく釣れる時期といわれて

います。 ただ、『数こそそんなに伸びないがたまに大物も混じる』ということで、今回の大会はキス釣りの

腕も去ることながら、場所の選択、そして運も大きく左右したようです。 

詳細は、当日のレポートとしてマリーナホームページの「キス釣大会結果報告」にまとめてありますので、

そちらをご覧下さい。 
 

■2008年度キス釣大会 成績および順位 

【優勝＆大物賞】 マジョルカ 号  341P 

【2 位】 鯱（シャチ） 号 269P 

【3 位】 シーガッディス 号 266P 

【4 位】 幸洋 号  264P 

【5 位】 モリヤマ 号  229P 

【ブービー賞】 つかさ 号  81P 
 

※大会優勝者のトロフィーと写真はマリーナロビー内に展示してあります。 
 
■「柏崎マリーナオーナーズクラブ総会」のご案内 
  

11 月 29 日（土）の柏崎マリーナ会員懇親会に合わせ、柏崎マリーナオーナーズクラブの総会を開催い

たします。 会場は、懇親会と同一会場のメトロポリタン松島で、懇親会の開催前１5分程度の時間を戴き

総会を行ないます。 時間は、６時15分から３０分までを予定しておりますので、総会出席者は、事前に

懇親会受付けを済ませてからご入場ください。 

総会終了後、引き続いて懇親会を開始いたしますので、クラブ会員以外の方も会場にお入りいただいて結

構です。 なお、年間大物賞の表彰式はマリーナ利用者全員を対象としておりますので、懇親会の中で執り

行わせていただきます。（第4回年間大物賞の締め切りは11月 27日です。それまでに規定の魚種（ワラサ、イカ全般、マダイ）で

大物と思われるものが釣れましたら、マリーナの職員さんに申告し、検量をしてもらって下さい。） 
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当日は気温も高く、皆さん生

ビールが進みました。 

毎回すばらしい演奏で好評

の「久保田」バンドの皆様。

今回は女性ボーカルとのコラボ

レーションもあり、大いに盛り

上がりました。 

おかげ様で笑い声の絶えない

賑やかな会となりました。 

今回はヨットの方や女性の方にも参加い

ただき、総勢32名で競われました。 



 おさかな事典  第１８回「カンパチ」スズキ目アジ科ブリ属  
 

【解 説】ブリ、ヒラマサ、カンパチを「ブリ御三家」または「ブリ三兄弟」などと呼びますが、その中で

も漁獲量が最も少なく、最高級の食材とされているのがこのカンパチです。 

同じブリ属の仲間のブリが大群で回遊するのに比べ、カンパチは少ない群れで生活し、ブリよりも暖かい

水温を好むことから、元々は南洋域に広く分布していた魚です。 

1年で 1～3kg程度とブリの倍近いスピードで成長し、70～80kg にもなるカンパチは、3兄弟の中で

は差し詰め“長男“といったところでしょうか。 大きいものではゆうに1mを超すこの魚ですが、この辺

りで釣れるものは“ショゴ”と呼ばれる30cm前後の幼魚がほとんどです。 

同じブリ属の中でもヒラマサとブリの区別は特徴が微妙なため分かりづらいのですが、このカンパチに関

しては、ブリやヒラマサと比べて色・形ともにはっきり分かる違いがあります。 

【釣り方】カンパチは非常に好奇心が強く、サビキやメタルジグなどの疑似餌（ルアー）に強く反応します。

ブリに比べ気性も荒っぽいと言われ、イナダなどに比べると引きも格段に強く、30～40cm 級でも小振り

のワラサが掛かったかと思うくらいです。 普段はぴったりと根に付いていることが多い魚で、比較的タテ

の動きに強く反応します。 そのため、仕掛けはピンポイントに落とし、誘い方にも変化をつけると良い釣果

に結びつくと思います。 マリーナ周辺の海域では9月～10月頃に頻繁に釣れはじめますが、水温の低下と

共に南下して行ってしまいますので、狙ってみようという方はお早めにどうぞ！ 

【食 味】養殖ものでも天然ものでも値が高いのは、この魚が同じブリ属の中でも格段においしいからに他

なりません。 天然のカンパチは身に締まりがあり、歯触りも良いため刺身として食べるのが一番おいしく、

『刺身でこれほど旨味を発揮する魚も珍しい』と言われるほどです。しかも、20～30cm の幼魚でも脂が

乗っていて旨味があるのですから市場でも人気が高い訳です。 

一方、ブリの幼魚であるイナダなどは、カンパチと比べて50cm級になっても刺身としての旨味は落ちま

す。 これらのことから数こそ一度に多くは釣れない魚ですが、1尾でも釣れれば非常に価値ある釣果と言え

でしょう。 今年の秋は、カンパチを肴に新酒で1杯いかがでしょうか。  る
 
 工場便り  
 

気がつけば夏のシーズンも終わり、日没の早さと寒さが気になる時期を迎えました。マリーナ修理工場で

は、例年通り１１月下旬頃より冬期点検整備の開始を予定しています。 

冬期点検整備とは、シーズン中に酷使され疲れた箇所を冬期間中にリフレッシュする事で（希望者のみ）

来シーズンのトラブルを防ぐ目的で行っているものです。 
  

■冬期点検整備の主な点検箇所（機種・メーカー・タイプ別により異なります） 

① エンジンオイル関連の量や漏れなど 
② ギアオイル（ドライブオイル）の汚れ・海水混入など 

③ 燃料フィルターの清掃・交換 

④ Ｖベルトの磨耗・張り具合 

⑤ リモコンケーブル・ステアリングケーブルの作動状況 

⑥ グリス・ニップル給油箇所へのグリスアップ 

⑦ 電気・電装品の作動 
⑧ その他機種に応じ必要箇所（ご要望箇所）・・・など 
 

「毎年お任せ」で冬期点検整備をご了承いただいている方以外で整備をご希望される方は、電話・FAX等

にてマリーナ管理事務所までお知らせください。 

マリーナでは、今年活躍してくれた愛艇が来シーズンも活躍できることを願い、冬期点検整備を実施させ

ていただいておりますが、トラブルを未然に防ぐ一番のコツは、皆様の日常の手入れと出港前の点検が大切

かと思われます。 
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前任者の定年退職に伴い、今シーズンより皆様の愛艇の修理を担当さ
せていただいております本間（ホンマ）と申します。 
船の修理や整備に関することで、ご不明な点やご要望などございまし
たら私までお気軽にご相談ください。誠心誠意対応させていただきます。



掲示板   
 
■船台のキャスターメンテナンスについて 
  
これからの時期、マリーナではシーズン中に酷使した船台のキャスター（車輪）メンテナンスを毎年行な

っております。 内容は、ベアリングへのグリスアップで、キャスター内に浸入した海水の押し出しと、ベア
リングの潤滑に欠かせない耐水グリスの入替え・補充です。 最低でも年に１回はグリスアップを行なわな

いと、異常磨耗によるベアリングの破損にもつながり、船台を移動できない状態になってしまいます。 ま

たグリスアップと同時にサビ・汚れ落としに加え、防錆塗装も行なっており消耗品とはいえキャスターが出

来るだけ長く使用できる様なメンテナンスを心がけております。 
マリーナでのメンテナンスをご希望の方は、お早めにお申し込みください。  

 
 
 
 
①取外し・錆落し ②グリスアップ  ③防錆塗装    ④完成・取付け 
 
 
■マリーナ施設見学を実施しています！ 
 
柏崎マリーナでは、毎年地域の学生や子供たちを対象とした施設見学の受け入れを行っています。 

普段あまり見る機会のないマリーナ内の施設や、モーターボート・ヨットを間近で見てもらったり、直接

船に乗り込んで船内を見学してもらったりしています。 また、マリーナの施設や職員の仕事なども同時に

見学してもらい「総合的な学習の時間」に役立ててもらっています。 

 

 

 
 
 
 
 

 保管艇数  
■10月 25日現在の柏崎マリーナの各区分ごとの保管状況です。 

申請人住所 艇数 割合 

柏崎市内 79 40.1％ 

刈羽郡内 5 2.5％ 

新潟県内 88 44.7％ 

県    外 25 12.7％ 

合  計 197  

 

 

艇 種 艇数 割合 

DY （ ﾃﾞｨﾝｷﾞｰ） 4 2.0% 

UB （和  船） 11 5.6% 

MB（ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ） 157 79.7% 

CY（ｸﾙｰｻﾞｰﾖｯﾄ） 22 11.2% 

MJ（マリンジェット） 3 1.5％ 

 

 

 

合  計 197  
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船の上げ下ろしの仕組みを学

んでいただきました。 

修理工場の見学では、特に男の

子が興味深々の様子でした。 

初めての船内見学に子供たち

も大興奮でした！ 

魚を初めて触る子供たちがいた

ことにも驚かされました。 

左記工程で以下の料金です。（税込）

●65mm幅まで 4輪：4,200 円 

●90mm幅まで 4輪：5,250 円 

●90mm幅まで 8輪：10,500円

※その他のサイズについては大きさ

に応じます。 


