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新潟県柏崎マリーナ会報誌  

べ  い         ほ  う   
 

  

 

 

    

    お知らせお知らせお知らせお知らせ        
    

■■■■年末年始年末年始年末年始年末年始のののの休港日について休港日について休港日について休港日について    

  

年末年始にあたる平成平成平成平成 22225555 年年年年 11112222 月月月月 30303030 日（日（日（日（月）から平成２月）から平成２月）から平成２月）から平成２6666 年年年年 1111 月２日（月２日（月２日（月２日（木木木木））））までの間はまでの間はまでの間はまでの間はマリーナの

休港日となっておりますので、新年は 1111 月月月月 3333 日（日（日（日（金金金金））））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。    

    

■「マリーナ会員懇親会」を開催します！■「マリーナ会員懇親会」を開催します！■「マリーナ会員懇親会」を開催します！■「マリーナ会員懇親会」を開催します！ 
  

来たる１１１１1111 月月月月 30303030 日（日（日（日（土土土土）１８：３０）１８：３０）１８：３０）１８：３０より、毎年恒例の「マリーナ会員懇親会」を開催します。 

詳しい内容はマリーナのホームページや管理棟に掲示いたしますので、ご確認ください。 

ご家族・ご友人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。 
 

■■■■「「「「小型船舶小型船舶小型船舶小型船舶操縦免許操縦免許操縦免許操縦免許証証証証」更新･失効講習」更新･失効講習」更新･失効講習」更新･失効講習会会会会開催のご案内開催のご案内開催のご案内開催のご案内 
  

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。 

 

【平成 25 年度の講習日程】    【料 金】更新講習：8,5008,5008,5008,500 円円円円   

平成平成平成平成 22225555 年年年年 12121212 月月月月    8888 日（日（日（日（日日日日））））        失効講習：15,00015,00015,00015,000 円円円円 

平成平成平成平成 22226666 年年年年    3333 月月月月    2222 日（日（日（日（日日日日））））        【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    

 

■■■■「「「「体験体験体験体験乗船会乗船会乗船会乗船会」を」を」を」を開催いたし開催いたし開催いたし開催いたしました！ました！ました！ました！ 
 

去る、7 月 29 日（月）、8 月 25 日（日）の 2 日間、「柏崎マリンスポーツフェスタ「柏崎マリンスポーツフェスタ「柏崎マリンスポーツフェスタ「柏崎マリンスポーツフェスタ    体験乗船会体験乗船会体験乗船会体験乗船会」」」」が柏

崎マリーナを会場に開催されました。 

梅雨明け前の 7 月、猛暑の中での 8 月と、両日共にボランティアでご協力い

ただきましたオーナーの皆様のおかげで、多くの一般の皆様方にモーターボー

トやヨットを体験していただくことができました。 

（2 日間合計で延べ約 200 名） 

夏休み期間中ということも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ことと思います。 

 

 

 

    

    

    

    

※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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■■■■「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「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 10 日（土）の夕方から夜の時間帯にかけて、「マリーナフェスティバル 2013（夏季会員懇親

会）」を開催いたしました。 

当日は 90 名近い皆様にご参加いただき、生ビールにバーベキュー、そして生バンド演奏と束の間のひと

時ではありましたが、皆様大いに楽しんでいただけたようです。 

夏の懇親会は、冬の懇親会と同様に今後も毎年恒例の行事として実施して行く予定です。 

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ので、ご都合が宜しければ是非ご参加ください。 

 

    

    

    

    

    工場だより工場だより工場だより工場だより    （（（（『『『『定期交換部品定期交換部品定期交換部品定期交換部品』の』の』の』の取替え取替え取替え取替えををををしてしてしてしていいいいますか？）ますか？）ますか？）ますか？）  
 
近年、機械性能が格段に向上したことにより、プレジャーボートの世界でも比較的故障が少なくなってき

ていますが、各パーツはその機能や性能を維持するために、定められた稼働時間（期間）毎に部品や油脂

類を交換する必要性があり、これらのことを『定期交換部品』『定期交換部品』『定期交換部品』『定期交換部品』と呼んでいます。 

 

定期交換部品の中には、通常の点検整備ではいつまで安全に使用できるか予測が難しい部品もあり、例え

ば、機能上重要な部品である海水ポンプインペラー海水ポンプインペラー海水ポンプインペラー海水ポンプインペラーや、４ストロークエンジンで使用されるタイミングベタイミングベタイミングベタイミングベ

ルトルトルトルトは、特にメーカーの定める稼働時間（期間）での交換が必要となっています。 

 

■以下の表は、ヤマハ４サイクル１１５馬力船外機の一例です。（シビアコンディション除く） 

稼動時間（期間） 定期交換部品・メンテナンス 

100100100100 時間時間時間時間毎または 6666 カ月カ月カ月カ月毎 エンジンオイル ギアオイル グリスアップ 

200200200200 時間時間時間時間毎または 1111 年年年年毎 オイルフィルター  

500500500500 時間時間時間時間毎または 2222 年半年半年半年半毎 

海水ポンプ 

インペラー 

エンジン内部

アノード 

 

1000100010001000 時間時間時間時間毎または 5555 年年年年毎 タイミングベルト  

※メーカーが定めた点検箇所・交換部品は多岐に亘り機種、使用状況により異なります。 

 

■調子が良いので定期交換を先送りにしたらこんな事に！故障してからではかえって費用が高くなります。 

破損部品 症状 海上での処置 破損予測 

海水ポンプ海水ポンプ海水ポンプ海水ポンプ    

インペラーインペラーインペラーインペラー 

一部の破損片にてさらに損傷が誘発 

船外機は不可能 難しい オーバーヒートにて走行不能走行不能走行不能走行不能 

エンジン冷却経路に破損片が拡散 

タイミングベルトタイミングベルトタイミングベルトタイミングベルト    

エンジンが突然停止 船外機・船内機 

ともに不可能 

難しい 

機種によりエンジン内部干渉で重傷重傷重傷重傷 

    

トラブルの発生場所や症状によっては直後の処置で間に合う場合もありますが、少なからず他の場所の

故障を誘発するおそれもあるため、製造メーカーが推奨する点検時期と定期交換時期に合わせたメンテ

ナンスをおすすめ致します！ 
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    各クラブ各クラブ各クラブ各クラブの活動の活動の活動の活動報告報告報告報告    【KMOC 及び KOYC のメンバーから頂いた活動報告等のご紹介】 

    

■■■■秋田竿灯まつりクルージング秋田竿灯まつりクルージング秋田竿灯まつりクルージング秋田竿灯まつりクルージング！！！！！！！！    

 

今夏、当マリーナ所属のヨット「Good Luck ゆうのす」が、東北三大祭りの一つとして有名な「秋田竿

灯まつり」の見物を兼ね、奥様とお二人、秋田まで長距離クルージングに出かけられました。 

いくつになられても冒険心を忘れず、機会さえあれば長距離航海に出かけるこちらのオーナーさん。これ

まで数多くのクルージング経験があり、また全国各地に旅先で知り合ったクルージング仲間も多数いらっ

しゃることから、その経験や知識、ネットワークを生かして所属する柏崎外洋ヨットクラブ（KOYC）で

もご活躍され、当マリーナのオーナーズクラブ（KMOC）の世話人も引き受けていただいております。 

 

この度オーナーさんからの「一人でも多くの方にクルージングの楽しみを知って欲しい。」との想いを受け、

今回のクルージングで書かれた航海日誌をマリーナのホームページに公開させていただいております。 

（詳しい航海の内容についてはそちらをご覧ください。） 

日誌からは、日々刻々と変わる海の状況に冷静に対応しながらも、クルージングを楽しむ余裕すら感じら

れ、旅先の寄港地では地元の人々との交流を大事にされるオーナーさんの人柄が見て取れます。 

いつかは長距離航海をしてみたいと思っている方には非常に参考となる内容ですし、そうでない方にとっ

ても、冒険心をかき立てられる興味深い内容となっております。 

    

【航海データ】【航海データ】【航海データ】【航海データ】    

■■■■航海日航海日航海日航海日    ２０１３年２０１３年２０１３年２０１３年 7777 月月月月 28282828 日～日～日～日～8888 月月月月 6666 日（日（日（日（10101010 日間）日間）日間）日間）    

■■■■寄港地寄港地寄港地寄港地    柏崎柏崎柏崎柏崎    ⇒⇒⇒⇒    佐渡佐渡佐渡佐渡    ⇒⇒⇒⇒    粟島粟島粟島粟島    ⇒⇒⇒⇒    飛島飛島飛島飛島    ⇒⇒⇒⇒    秋田秋田秋田秋田    ⇒⇒⇒⇒    酒田酒田酒田酒田    ⇒⇒⇒⇒    新潟新潟新潟新潟    ⇒⇒⇒⇒    柏崎柏崎柏崎柏崎    

■■■■距距距距    離離離離    ３５５マイル（往路１８１マイル／復路１７４マイル）３５５マイル（往路１８１マイル／復路１７４マイル）３５５マイル（往路１８１マイル／復路１７４マイル）３５５マイル（往路１８１マイル／復路１７４マイル）    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

告知コーナー告知コーナー告知コーナー告知コーナー（マリーナの利用者で構成されたクラブからの告知をご紹介するスペースです。） 
    

■■■■「「「「KMOCKMOCKMOCKMOC（（（（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））））総会総会総会総会」」」」のご案内のご案内のご案内のご案内    

  

11 月 30 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、18181818 時時時時 15151515 分から分から分から分から 18181818 時時時時３０分まで３０分まで３０分まで３０分までを予定しておりますので、総会出席者は事

前に懇親会受付を済ませてからご入場ください。 

総会終了後に引き続き懇親会を開始いたしますので、会員以外の方も会場にお入りいただいて結構です。

なお、「「「「年間大物賞年間大物賞年間大物賞年間大物賞」」」」および「マリンフォトコンテスト」「マリンフォトコンテスト」「マリンフォトコンテスト」「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。 

（（（（「「「「第第第第 9999 回年間大物賞回年間大物賞回年間大物賞回年間大物賞」」」」の締め切りはの締め切りはの締め切りはの締め切りは 11/211/211/211/29999、「第、「第、「第、「第 5555 回マリンフォトコンテスト」の締め切りは回マリンフォトコンテスト」の締め切りは回マリンフォトコンテスト」の締め切りは回マリンフォトコンテスト」の締め切りは 11/11/11/11/8888 ですですですです。）。）。）。）    
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■■■■「柏崎マリーナ長岡「柏崎マリーナ長岡「柏崎マリーナ長岡「柏崎マリーナ長岡人会人会人会人会」より」より」より」より忘年会の忘年会の忘年会の忘年会のお知らせお知らせお知らせお知らせ 

 
柏崎マリーナを利用されている皆様の中で、主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“忘年会忘年会忘年会忘年会”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２５年１１月２３日(土) 午後６時～午後８時頃まで 
■会場：和ダイニング 朔（さく） 

【長岡市東坂之上町 2-6-1】 
■会費：５，０００円（当日徴収） 
■申込先：事務局の村井(すばる号)まで 
■締め切り：11 月 10 日（日） 

    
    

    掲示板掲示板掲示板掲示板        

    

■「第■「第■「第■「第 5555 回回回回柏崎マリーナ・マリンフォトコンテスト」応募締切り間近です！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！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！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 5 回目の開催となる「マリンフォトコンテスト」ですが、本年 11111111 月月月月

8888 日日日日（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。 

 

船上でのひとコマなどマイボートならではの作品や、日本海に沈みゆく夕日

など海に関する作品で、柏崎市内で撮影されたものでしたらどのような作品

でも結構ですので、お気軽にご応募下さい！※詳細はマリーナのホームページ

をご覧ください。 

 

※※※※このたび、このたび、このたび、このたび、マリーナの第マリーナの第マリーナの第マリーナの第 3333 回フォトコンテストの最優秀作品が、新潟県観回フォトコンテストの最優秀作品が、新潟県観回フォトコンテストの最優秀作品が、新潟県観回フォトコンテストの最優秀作品が、新潟県観

光協会光協会光協会光協会の本年の本年の本年の本年 8888 月の月の月の月の「「「「月間観光ポスター」月間観光ポスター」月間観光ポスター」月間観光ポスター」に採用され、に採用され、に採用され、に採用され、8888 月の月の月の月の 1111 ヶヶヶヶ月間、月間、月間、月間、    

JRJRJRJR 東日本管内の主要東日本管内の主要東日本管内の主要東日本管内の主要各各各各駅に駅に駅に駅に貼られました！！貼られました！！貼られました！！貼られました！！    

この作品がこの作品がこの作品がこの作品が新潟県の美しい海と夕日のイメージにぴったり合っ新潟県の美しい海と夕日のイメージにぴったり合っ新潟県の美しい海と夕日のイメージにぴったり合っ新潟県の美しい海と夕日のイメージにぴったり合っていたことていたことていたことていたことかかかか

らららら担当者の目に止まり担当者の目に止まり担当者の目に止まり担当者の目に止まり、ポスターに、ポスターに、ポスターに、ポスターに採用され採用され採用され採用されたとのことです。たとのことです。たとのことです。たとのことです。    

 

 

 

 

■冬季整備を開始します■冬季整備を開始します■冬季整備を開始します■冬季整備を開始します！！！！ 
 

例年通り１１月下旬頃より冬季点検・整備の開始を予定しています。（希望者のみ） 

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為には、定期的なメンテナンスが必

要です。船の点検・整備をご希望される方はマリーナまでお申し込み下さい。 

    

■キャスターメンテナンスについて■キャスターメンテナンスについて■キャスターメンテナンスについて■キャスターメンテナンスについて  
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。

作業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補充を行っております。  
最低でも年に１度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、極端に寿命を縮める原因ともなります。 
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ので、 
メンテナンスをご希望の方はマリーナまでお申し込み下さい。（ﾒﾝﾃﾅﾝｽは有料です。） 

本年 8 月の新潟県の観光ポスタ

ーです!!（採用作品はポスター下

段です。）ポスターはマリーナの

ロビーに展示してあります。 


