新潟県柏崎マリーナ会報誌
べ い
ほ

発行日
発行者

平成 23（2011）年 10 月（第 38 号）
㈱柏崎マリン開発（指定管理者）

う
〒945-0854 新潟県柏崎市東の輪町 8-18
℡：0257-21-1255 FAX：0257-21-1670
電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@kashiwazaki-marine.jp
http://www.kashiwazaki-marine.jp
※発行された会報は、マリーナのホームページからもご覧
いただけます。

お知らせ
■11 月および年末年始の休港日について
月および年末年始の休港日について
11 月の第 4 週の定休日は 11 月 24 日（木）となります。
また、年末年始にあたる平成
平成 23 年 12 月 30 日（金
日（金）から平成
から平成 24 年 1 月２日（月
月２日（月）まではマリーナ
まで
の休港日となっておりますので、新年は 1 月 3 日（火
日（火）からの営業となります。
なお、年末年始は悪天候が続くことも多く、見回りも十分には行き届きませんので予めご了承ください。

■柏崎マリーナの節電対応について
夏場の電力不足に備え、東京電力と東北電力管内の企業など大口需要者向けに政府が発動していた“電力
使用制限令”が、9 月９日午後８時に全面解除されました。
しかしながら、今後も制限令対象外の家庭とともに政府が自主的な節電を呼びかけているため、柏崎マリ
ーナでは施設内の電力使用をできる限り控えた〝節電対応
〝節電対応″
〝節電対応″を継続させていただく予定でおります。
利用者の皆様方には引き続き大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

■「マリーナ会員懇親会」を開催します！
来たる１
１1 月 26 日（土）１８：３０より、毎年恒例の「柏崎マリーナ会員懇親会」を開催いたします。
日（土）１８：３０
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」の総会もあわせて実施の予定です。

■「小型船舶操縦
小型船舶操縦士
操縦士免許」の
免許」の更新･失効講習開催のご案内
更新･失効講習開催のご案内
毎年開催しております更新･失効講習会を来年の 2 月 5 日（日）に開催いたします。
日（日）
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。

■「親子無料体験航海」を実施しました！
親子無料体験航海」を実施しました！
「2011 柏崎マリンスポーツフェスタ 無料体験乗船会」が、柏崎マリーナを会場に実施され、県内外か
ら 73 名の方々にご参加をいただきました。
乗船会当日は青空も見られる天気となり、そよそよと吹く風はヨットでセーリングをするには最高のコン
ディションだったのではないかと思います。また夏休み最後の土曜日とあって、お子様連れでの参加者も多
く見られ、子供たちにとっても良い思い出になったのではないでしょうか。
来年以降も同様に開催していく予定でおりますので、大勢の皆様のご参加をお待ち申し上げております。
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■「マリーナフェスティバル（夏季会員懇親会）」を開催しました!
■「マリーナフェスティバル（夏季会員懇親会）」を開催しました!
去る８月 6 日（土）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 2011（夏
季会員懇親会）」を開催いたしました。
当日は、約 100 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。来年もまたお待ち申し上げております。
なお、当日の様子はマリーナホームページの「夏季・冬季懇親会の様子」
「夏季・冬季懇親会の様子」で公開しております。これらを
「夏季・冬季懇親会の様子」
ご覧いただくにはパスワードをご入力いただく必要がございますので、マリーナへお問合せください。

KMOC 会長・金子様の乾杯の
ご発声。

オードブル１６種にピザ、
そしてメインは和牛ステーキを
鉄板で焼きました!

ご家族・お仲間のみなさんと生
ビールで乾杯!!

「ロスボラチョス」の皆様。
夏の夕暮れにぴったりのナンバー
を演奏いただきました。

■キス釣り大会を開催しました！
キス釣り大会を開催しました！
去る 7 月 10 日(日)、柏崎マリーナオーナーズクラブ主催「第 7 回キス釣り大会」が開催されました。
大会当日は梅雨の最中ということもあり雨が心配されましたが、天気は良く、終始海面も穏やかで絶好のキ
ス釣り日和となりました。
柏崎マリーナでのキス釣り大会は、勝負事というよりもむしろ毎年恒例のイベントとして、参加者の皆様
も気楽に楽しんでおられます。まだ参加したことがないという方はぜひご参加ください。
なお、大会の詳細はレポートとしてマリーナのホームページ「
「第 7 回キス釣大会結果報告」にまとめてあ
キス釣大会結果報告」
りますので、そちらをご覧下さい。

スタート前のミーティングで
ルールの確認などをします。

帰港後の検量のようす。

キス 5 匹の総重量で優勝を争
います。

KMOC 会長の金子様より賞
状と副賞が授与されました。

■第 7 回 キス釣大会 成績および順位
種別

船名

氏名

優勝

マジョルカⅢ

間島 様

大物賞

マジョルカⅢ

間島 様

中物賞

カオス

西垣 様

2位

カオス

西垣 様

3位

イエローテイル

杉田 様

4位

功信丸

曽田 様

5位

アドバンス

石坂 様

ブービー賞

カオス

馬場 様

外道賞（エソ）

イエローテイル

杉田 様

※「中物賞」とは、1 匹の重量で競われる〝大物部門″において次点の成績と
なった方へ贈られる賞のことです。
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参加艇 15 艇、参加者数 34 名で順位が争われまし
た。釣果の差こそあれ、皆さん和気藹々とした雰囲
気の中、大会を楽しんでいただけたようです。

工場だより
■樹脂部品の経年劣化にご注意ください!!
樹脂部品の経年劣化にご注意ください!!
今回の「工場だより」では、最近増えているステアリング（ハンドル）やリモコンで使われているケーブ
ルのトラブルについて取り上げたいと思います。
普段みなさんが操縦されている船のステアリングやその脇についているリモコンレバーは、ご承知の通り
舵を動かしたり、船の前後進およびスピードの増減速を行うもので、船を操縦する上では欠かすことのでき
ない重要なパーツです。
そして、その動きを伝達するために、操縦席にあるハンドルやリモコンレ
バーからは、金属製のケーブル（線）がエンジンやドライブなどの駆動部分
に直接接続されています。
（油圧システムを採用している船は、ケーブルの代わ
りに油圧ホースが配線されています。
）

通常ケーブルには、内部の金属部が海水の塩分などで腐蝕しないよう樹脂
の被膜が施されています。
ところが、特に船外機で使用されるケーブルについては、その構造上、全長の 1/3 程度が外部に露出して
しまうため、被膜は常時紫外線や風雨にさらされ、さらにハンドルやリモコンの動きに合わせて頻繁に〝曲
げ伸ばし″もされるので、エンジンルームにケーブルが格納されているタイプの船
よりも数段劣化が早まります。
劣化が進行すると、ケーブルの樹脂被膜部分が白く変色し、硬化するため弾力性
が失われ、劣化した部分からひび割れが発生します。
さらに、ひび割れした部分から侵入した海水によって内部腐蝕が始まり、最終的
にはケーブルの切断・変形などで操縦不能の状態に陥ります。
例えば出港中に前進用のリモコンケーブルが切れれば、後進のみで帰港しなけれ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙのひび割れ。
ばならなくなりますし、ステアリングケーブルが錆で固着して動かなくなれば、そのまま漂流することにも
なりかねません。（これらは実際に起こった事象です。）
皆様には、日頃からケーブルの樹脂被膜部分をチェックする習慣を付けていただ
くとともに、おおむね 5 年毎の定期的な交換をお勧めいたします。
（特に船齢の古
い船外機艇は早めの交換が必要です。）
船には、その他にも各部にはプラスチック・ゴムを使用した樹脂部品が多く有り
ますが、経年的な劣化に因る部品交換も増えている為に各所、使用時間・年数に
応じた定期交換がトラブルを防ぐ防止策であると思います。

インペラやコネクタ類のゴムが
劣化してひび割れています。

燃料ホースも劣化によりひび割れ
するとこのように…。

ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙの内部腐蝕による破裂。

ワイパーブレードのゴムの切れ(上)
と腐蝕（下）
。

■冬季整備を
（希望者のみ）
■冬季整備を開始します。
例年通り１１月中旬頃より冬季点検整備の開始を予定していますので、整備を希望される方はマリーナ修
理工場のスタッフまでお知らせください。
今年一年間、過酷な環境下で楽しませてくれた愛艇を今後も快適にご使用いただくために、マリーナでは
定期的なメンテナンスをお勧めいたしております。
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告知コーナー
■「KMOC（
KMOC（柏崎マリーナオーナーズクラブ）
柏崎マリーナオーナーズクラブ）総会」
総会」のご案内
11 月 26 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、懇親会の開会前１5 分程度の時間を戴き総会を
行ないます。時間は、18
18 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
分から３０分まで
付を済ませてからご入場ください。
総会終了後、引き続き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」および「マリンフォトコンテスト」の表彰式も懇親会の中で執り行います。
（「第 7 回年間大物賞」の締め切りは 11/24、
「第 3 回マリンフォトコンテスト」の締め切りは 11/11 です。）

■「柏崎マリーナ長岡人会
「柏崎マリーナ長岡人会」より
人会」より忘年会の
」より忘年会のお知らせ
忘年会のお知らせ
柏崎マリーナを利用されている皆様の中で、おもに長岡市近郊にお住まいの方々にお声掛けさせていただ
き、年に一度〝忘年会″を開催しております。
今年一年間のマリーナでの出来事を振り返りながら、釣り談義などに花を咲かせたいと思っております。
また、楽しい福引大会も用意しておりますので、ご都合のよろしい方はぜひご出席ください。
■日時：平成２３年１１月１９日(土)
■会場：船栄・総本店【長岡市坂之上町１丁目３—２１】
■申込先：事務局の村井 (すばる号) まで

■会費：５，０００円（当日徴収）
■電話番号：--- ---- ----

■締め切り：11 月 12 日（土）
釣具店の商品券などが当たる福引
大会。

毎年大勢の方々にご出席いただ
いております。

掲示板
■「第 3 回柏崎マリーナ・マリンフォトコンテスト」応募締切り間近です！
今回で 3 回目の開催となる「マリンフォトコンテスト」ですが、本年 11 月 11 日（当日消印有効）を
持ちまして作品の応募を締め切らせていただきます。
ご自身がお撮りになった海に関する写真の中で、お気に入りのものがござい
ましたらぜひこの機会にご応募ください！
◆作品テーマ 「柏崎マリーナおよび海」
◆応募部門 1. 風景 2. 人物（スナップ・ポートレート）
審査の上、11 月 26 日の会員懇親会会場にて各賞の発表を行う予定です。
入選作品は、一年間マリーナに展示
され、HP でも紹介されます。

応募締め切り後、審査員が作品の選定
を行います。

懇親会々場で入選作品の発表が行われ
ます。
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作品はプロジェクターで会場の皆様
に紹介されます。

