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12 月 3 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。 
    
■■■■「柏崎マリーナ長岡「柏崎マリーナ長岡「柏崎マリーナ長岡「柏崎マリーナ長岡会会会会」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■日■日■日時時時時：：：：平成２平成２平成２平成２8888 年１１月年１１月年１１月年１１月２２２２6666 日日日日((((土土土土))))    午後６時午後６時午後６時午後６時からからからから    

■■■■会場会場会場会場：：：：ビアグリルビアグリルビアグリルビアグリル    リベロリベロリベロリベロ（（（（長岡市城内町２丁目１長岡市城内町２丁目１長岡市城内町２丁目１長岡市城内町２丁目１−−−−７７７７    長岡ターミナルホテル長岡ターミナルホテル長岡ターミナルホテル長岡ターミナルホテル 2222 階階階階    ℡℡℡℡0258025802580258ーーーー37373737ーーーー1466146614661466））））    

■会費：■会費：■会費：■会費：５，０００５，０００５，０００５，０００円（当日徴収）円（当日徴収）円（当日徴収）円（当日徴収）    

■申込先■申込先■申込先■申込先：：：：事務局の村井事務局の村井事務局の村井事務局の村井までまでまでまで    電話番号：電話番号：電話番号：電話番号：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊----＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊----＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

■締め切り：■締め切り：■締め切り：■締め切り：11111111 月月月月 8888 日日日日（（（（火火火火））））頃まで頃まで頃まで頃まで 
 

    掲示板掲示板掲示板掲示板        
    
■「■「■「■「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 8 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 4444 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。どうぞ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。 
 

■■■■マリーナ保管艇の冬季整備を開始します！マリーナ保管艇の冬季整備を開始します！マリーナ保管艇の冬季整備を開始します！マリーナ保管艇の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。（希望者のみ希望者のみ希望者のみ希望者のみ） 

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付け下さい。 
 

■船台のキャスターメンテナンスについて■船台のキャスターメンテナンスについて■船台のキャスターメンテナンスについて■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。 作業内容はベアリングへのグリスアップがメインで、キャスター内に浸入した海水の排

出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。（仕上げに防錆塗装もしています。） 

 

キャスターは最低でも年に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。 

消耗品とは言え、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ので、

マリーナでのメンテナンスをご希望の方は、お早めにお申し出ください。 


