
 1

新潟県柏崎マリーナ会報誌（年４回発行） 

べ  い       ほ  う   

 

    
 

    

    

お知らせお知らせお知らせお知らせ    

    
■平成■平成■平成■平成２２２２5555 年度年度年度年度のののの更新更新更新更新手続手続手続手続ききききについてについてについてについて    

    

同封しております平成２5 年度の更新申請書には提出期限（3 月 1 日）があります。継続して利用を希望さ

れる方は、同封の利用ルールをよくお読みの上､お早目のお手続きをお願いいたします。 

また、前回同様『『『『専用専用専用専用利用者アンケート利用者アンケート利用者アンケート利用者アンケート調査調査調査調査』』』』も同封しておりますので、お手数をおかけいたしますが   

ご記入の上、マリーナへご提出くださいますようお願いいたします。 

なお４月 1 日以降、マリーナに船を保管されない場合や住所の変更（市町村合併によるものは該当しません）、または

船の入替を検討されている場合には各種手続が必要となりますので、お早めにマリーナにご連絡ください。 

    

■冬期間の水道の使用制限について■冬期間の水道の使用制限について■冬期間の水道の使用制限について■冬期間の水道の使用制限について    

 

凍結による水道管の破損を防ぐため、定休日と時間外（17 時～９時）はハーバー各所への給水を止めさせ

ていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。その場合、元栓を止めてある「小型桟橋上の

水道」以外の場所に関しては、タンクに貯水して貯水して貯水して貯水してあああある分だける分だける分だける分だけは多少使用することが可能ですので、なるべく

節水を心がけた上でご使用下さい。（※タンクが空になれば水は出なくなります） 

期間中、利用者の皆様には何かとご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。 

    

■「気象講座」■「気象講座」■「気象講座」■「気象講座」開催開催開催開催のご案内のご案内のご案内のご案内    

 

このたび柏崎マリーナでは、気象予報士を招いての気象講座を開催いたします。釣りやボートなど海に親し

む機会の多い私達にとって、必要な気象に関する知識をこの機会に学んでみませんか！！ 

 

【日  時】 平成２５年２月２４日（日）平成２５年２月２４日（日）平成２５年２月２４日（日）平成２５年２月２４日（日）午前 11 時～正午まで 

【場  所】 新潟県柏崎マリーナ ２階会議室 

【講  師】 ㈱サーフレジェンド 気象予報士 唐澤敏哉 様 

【定  員】 ４０人（募集は定員になり次第締め切らせていただきます）  

【内  容】 ○簡単な気象の仕組みと天気図の見方 ○新潟の気象の特徴 

○冬の日本海の気象・海象の特徴   ○寄り回り波について 

【費  用】 無 料 

【お申込み】 ２月１７日（日）までにお電話で柏崎マリーナへお申込み下さい。 

【主  催】 新潟県柏崎マリーナ、柏崎マリーナオーナーズクラブ、柏崎外洋ヨットクラブ 

    

■■■■小型船舶操縦免許「小型船舶操縦免許「小型船舶操縦免許「小型船舶操縦免許「１級進級講習会１級進級講習会１級進級講習会１級進級講習会」」」」のご案内のご案内のご案内のご案内    

 

このたび柏崎マリーナでは、下記の要領で小型船舶操縦免許の１級進級講習会を開催いたします。 

講習は２日間の学科のみとなっておりますので、ぜひこの機会に１級免許を取得し、沖合まで自由に船を  

走らせてみませんか？ 

                 

【対象者】 ２級小型船舶操縦士免許（旧4級免許所持者を含む）をお持ちの方 

【日 程】 平成２５年４月１３日（土）、１４日（日）平成２５年４月１３日（土）、１４日（日）平成２５年４月１３日（土）、１４日（日）平成２５年４月１３日（土）、１４日（日）の２日間の２日間の２日間の２日間 

【場 所】 新潟県柏崎マリーナ 会議室（２Ｆ） 

 

※費用や必要書類等の詳細はマリーナのホームページをご覧いただくか、お電話でお問合わせ下さい。 

発行日 平成 25（2013）年 2 月（第 43 号） 

発行者 ㈱柏崎マリン開発（指定管理者） 

〒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 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  http://www.kashiwazaki-marine.jp 

ｽ ﾀ ｯ ﾌ ﾌ ﾞ ﾛ ｸ ﾞ http://blog.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。 
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■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内    

  

柏崎マリーナではボート免許をお持ちの全ての皆様を対象に、更新･失効講習会を開催しております。 

免許の有効期間は 5 年となっており、講習を受講することによって免許を更新することができます。 

講習は期限の一年前から受講が可能ですので、期限を過ぎて失効することのないようお早めにマリーナで 

ご受講ください。詳しい内容は、マリーナのホームページをご覧いただくかお電話にてお問い合せ下さい。 

 

【今後の講習日程】       

平成平成平成平成 25252525 年年年年    3333 月月月月    3333 日（日（日（日（日日日日）））） 

平成平成平成平成 22225555 年年年年    5555 月月月月 12121212 日（日（日（日（日日日日）））） 

平成平成平成平成 22225555 年年年年    7777 月月月月    8888 日（日（日（日（月月月月））））    

      

【料  金】 更新講習： ８，５００円   

      失効講習：１５，０００円 

【時  間】 午前９時受付開始（更新：約１時間、失効：約２時間） 

【講習会場】 新潟県柏崎マリーナ 2 階会議室    

    

■■■■新潟新潟新潟新潟ボートショーボートショーボートショーボートショー2013201320132013 開催のご案内開催のご案内開催のご案内開催のご案内    

 

本年も下記の要領で「「「「新潟ボートショー新潟ボートショー新潟ボートショー新潟ボートショー2013201320132013」」」」が開催されます。各メーカーのニューモデルが展示されて

おりますので、皆様お誘い合わせのうえお越しください。また、「にいがたフィッシングショー2013」も  

同時開催される予定です。 

 

■開催日時 3 月 16 日(土)・17 日(日)、午前１０時～午後５時まで（１７日は午後４時まで） 

■開催場所 新潟市産業振興センター（新潟市中央区鐘木 185 番地 10） 

■入 場 料 無 料 

 

 

 
 
 
 
 
 
    

    

    

■■■■ジャパンインターナショナルボートショー２０１ジャパンインターナショナルボートショー２０１ジャパンインターナショナルボートショー２０１ジャパンインターナショナルボートショー２０１3333 の開催の開催の開催の開催    

 

『ジャパンインターナショナルボートショー』『ジャパンインターナショナルボートショー』『ジャパンインターナショナルボートショー』『ジャパンインターナショナルボートショー』が、下記日程で行われます。 第１会場のパシフィコ横浜で

は屋内展示を、第 2 会場の横浜ベイサイドマリーナでは屋外展示がメインとなります。 

各メーカーのニューモデルなどが実際に展示され、豊富なイベントでご家族連れでも飽きのこない内容と 

なっているようですので、興味のある方は行かれてみてはいかがでしょうか。 

マリーナで招待券を若干数用意しておりますので、ご希望の方はお申し出下さい。（枚数に限りがあります）   

    

会  期 2013 年 3 月 7 日（木）～10 日（日） 

開 館 時 間 10 時～17 時（2 会場共通）※3 月 7 日(木)は 11:30 開場    

会 場 

第 1 会場 ： パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）：屋内展示他 

第 2 会場 ： 横浜ベイサイドマリーナ（神奈川県横浜市）：フローティング展示他 

※第 1・第 2 会場間は無料シャトルバスが運行しています。    

入 場 料 一般／高校生以上：1,000 円（中学生以下は無料） 

主 催 社団法人 日本舟艇工業会 

柏崎マリーナも出展しており、施設

の概要やクラブ等の活動内容を紹

介しています。 

ボートや船外機、航海計器なども

展示されており、実際に見て乗っ

て触ることができます。 

各メーカーから発表されるニュ

ーモデルが展示されています。 

北陸道新潟中央インターを降りて

すぐにある新潟市産業振興センタ

ーが会場です。 
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マリーナ修理工場だよりマリーナ修理工場だよりマリーナ修理工場だよりマリーナ修理工場だより    ----船船船船舶検査について舶検査について舶検査について舶検査について----    

  

船舶検査（船検）とは、皆様の所有される艇が法律に基づいた安全基準を満たしているかどうかを日本小型

船舶検査機構（JCI）が国に代わって確認・検査するものです。 

検査は船舶の保管場所において、JCI によって決められた日に JCI の検査員が直接行いますが、その際に  

必ず船舶所有者または代理人が立ち会う決まりとなっております。マリーナでは船舶所有者から依頼を受け

て検査の準備から立会いまでを代行しております。 

 

■■■■検査日検査日検査日検査日のののの調整のお願い調整のお願い調整のお願い調整のお願い！！！！    

船舶が定期的に受ける検査には、船舶検査証書の有効期間（６年）が満了した時に受ける精密な検査である

「「「「定期検査」定期検査」定期検査」定期検査」と、定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査である「「「「中間検査」中間検査」中間検査」中間検査」とがあります。 

検査時期が来ますと、JCI から直接、船舶所有者の皆様宛てに検査の案内が入った封筒が郵送されます。  

（中間検査の場合は検査期限の６か月前、定期検査の場合は検査期限の３か月前頃に来ます。） 

しかし、春から夏にかけては検査時期に該当する船が多いため、その時期は検査が集中

する傾向にありますので、マリーナでは検査期限が近い船等から順番に日程調整しなが

ら検査をさせていただいております。 

そのため、検査を受ける時期のご希望にはお応え出来ない場合がありますことを予めご

了承ください。なお、マリーナへ検査の依頼をされる場合には、お手数ですがお手元に

届いた封筒をそのままマリーナへお持ちいただくか、ご郵送いただければ幸いです。 

 

【検査の種類と検査時期などについて】 

 

 

 

 

 

※中間検査の基準日とは定期検査満了日より３年目に当る日        

 

■船検（船舶）と車検（自動車）の相違点 

船は「船検」、車は「車検」と呼ばれ、数年ごとに検査があるところまでは非常に似通っていますが、その   

検査内容や検査方法には大きな違いがあります。 

例えば皆様が自動車の車検をディーラーや自動車整備工場などに依頼された場合、そこではエンジンやブレ

ーキなどを分解・点検・整備した後、国の基準で定められたテスターで検査を行いますが、小型舶船の場合

は、エンジンや船体等の点検・整備は確認程度のものにすぎません。従って、検査の中心となるのは“万が“万が“万が“万が

一の時“一の時“一の時“一の時“を想定した救命設備等（法定備品）がきちんと備わっているかどうかなのです。 

 

元来、船舶はエンジンや船体等の管理について自動車以上に自主責任自主責任自主責任自主責任が問われる乗り物ですから、船検が 

完了したからといって、決して万全の状態であるとは到底言えないのです！ 

そのためマリーナでは、船舶検査に合わせて点検・点検・点検・点検・整備整備整備整備も一緒にご依頼いただけますようにお願いをして 

おりますので、ご理解をお願いいたします。 

 

【【【【昨年昨年昨年昨年のののの船舶検査で多く見受けられた不備の紹介船舶検査で多く見受けられた不備の紹介船舶検査で多く見受けられた不備の紹介船舶検査で多く見受けられた不備の紹介】】】】    

 

① 救命胴衣・救命浮環に船名等が未記入。 

② 救命胴衣のファスナーの動き不良、破損。 

③ アンカーライト（白灯）レンズの変色。 

    

    

    

    

種 別 検査時期 検査期間 

定期検査 検査証書記載満了日３ヶ月前より ３ヶ月 

中間検査 

検査基準日 前３ヶ月より 

検査基準日 後３ヶ月まで 

６ヶ月 

検査時期が来ますと JCI から
直接このような封筒が送られ
てきます。 
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■「マリーナ会員懇親会」のご報告■「マリーナ会員懇親会」のご報告■「マリーナ会員懇親会」のご報告■「マリーナ会員懇親会」のご報告  
 
昨年 12 月 1 日（土）ホテルメトロポリタン松島にて「柏崎マリーナ会員懇親会」を開催いたしました。 

懇親会も今年で 11回目の開催となりましたが、主催者側としては『『『『1111 年間のマリンライフの締めくくりと年間のマリンライフの締めくくりと年間のマリンライフの締めくくりと年間のマリンライフの締めくくりと

して。また、同じマリーナして。また、同じマリーナして。また、同じマリーナして。また、同じマリーナに集うに集うに集うに集う海の仲間同士の親睦の場として』海の仲間同士の親睦の場として』海の仲間同士の親睦の場として』海の仲間同士の親睦の場として』大勢の皆様にご出席いただけることを  

願い、毎年開催をさせていただいております。 

本年も 11 月の末頃に懇親会を開催する予定でおりますので、ご家族やお仲間などお誘い合わせの上、大勢

の皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

 

 

 

 
 
 掲示板掲示板掲示板掲示板        

    

■プレジャーボート保険のおすすめ■プレジャーボート保険のおすすめ■プレジャーボート保険のおすすめ■プレジャーボート保険のおすすめ        

    

柏崎マリーナでは、「全国プレジャーボート安全会」「全国プレジャーボート安全会」「全国プレジャーボート安全会」「全国プレジャーボート安全会」のプレジャーボート責任保険および総合保険の取次ぎ

を行なっております。 

万一に備えてプレジャーボートの賠償責任保険に加入することは、今やマナーでもあり、ご自身を守る手段

ともなっております。 

「保険は安心の第一歩です「保険は安心の第一歩です「保険は安心の第一歩です「保険は安心の第一歩です!!!!」。」。」。」。多くの皆様が保険に加入することによる“団体契約割引”の適用や、自動車

保険のような“無事故割引”など各種お得な割引制度もございますので、この機会にご加入をご検討くださ

います様お願いいたします。（詳しくは、マリーナまでお問合せください） 

    

■■■■依頼係留時の注意点について依頼係留時の注意点について依頼係留時の注意点について依頼係留時の注意点について    

 

冬期間、船に積もった雪は見た目よりもかなりの重量になっている場合があります。

最悪の場合、浸水や破損の原因となりますので、なるべくお早めに除雪ならびに点

検に来られることをおすすめいたします。 

 

【冬【冬【冬【冬期期期期間の予約時の注意点】間の予約時の注意点】間の予約時の注意点】間の予約時の注意点】    

 

安全でスームズな係留作業を行うためにも、船に積もった雪は各自で完全に取り除いた上でマリーナに予約

係留の依頼をして下さいますようお願いいたします。 

船の除雪をしていただけない場合は、ご予約には応じられませんのであらかじめご了承ください。 

また、マリーナでは個々の船の除雪依頼個々の船の除雪依頼個々の船の除雪依頼個々の船の除雪依頼等にも対応いたしかねます。 

ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 
■■■■「第「第「第「第 4444 回柏崎マリーナ回柏崎マリーナ回柏崎マリーナ回柏崎マリーナ    マリンマリンマリンマリンフォトコンテストフォトコンテストフォトコンテストフォトコンテスト」の」の」の」の結果結果結果結果報告について報告について報告について報告について    

    

今回で 4 回目となるマリンフォトコンテストもおかげさまで回を追うごとに応募作品数も増え、今回は  

計５4点の作品のご応募をいただきました。 

今回の作品を選定する上でのテーマとして、「海という観光資源を持つ柏「海という観光資源を持つ柏「海という観光資源を持つ柏「海という観光資源を持つ柏

崎市、そしてその代表的な施設としてマリンレジャーの拠点となっている崎市、そしてその代表的な施設としてマリンレジャーの拠点となっている崎市、そしてその代表的な施設としてマリンレジャーの拠点となっている崎市、そしてその代表的な施設としてマリンレジャーの拠点となっている

柏崎マリーナをアピールする上で適当な作品」柏崎マリーナをアピールする上で適当な作品」柏崎マリーナをアピールする上で適当な作品」柏崎マリーナをアピールする上で適当な作品」という点に主眼が置かれ、

各審査員が作品を吟味し、入賞作品 12点が決定いたしました。 

最近は安価でも性能の良いデジタルカメラがたくさん発売されており、一

昔前のように高価な道具がなくとも全自動で簡単に美しい写真が撮れるよ

うになりました。あとは皆様のセンス次第ですので、気軽な気持ちでご応

募いただければと思います。なお、実際の入賞作品（12点）は、マリーナ管理棟 1 階の通路に 1 年間展示

させていただきますので、マリーナにお立ち寄りの際はぜひご覧になってみてください。 


