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新潟県柏崎マリーナ会報誌 

べ  い           ほ  う   

 

 

 
                

※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。 

 

    おおおお知知知知らせらせらせらせ        

    
■■■■平成平成平成平成２２２２２２２２年度使用年度使用年度使用年度使用期間期間期間期間更新更新更新更新手続手続手続手続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２２年度の使用手続きには提出期限がありますので、継続使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､お早目の手続きをお願いいたします。４月以降、マリーナに艇を保管され

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）、又は艇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その旨をマリーナまでご連絡ください。 また、新潟県の行うマリーナアンケ

ートも同封しておりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。 
なお、お手数でも使用期間使用期間使用期間使用期間更新関係更新関係更新関係更新関係のののの書類書類書類書類のののの提出提出提出提出ははははマリーナマリーナマリーナマリーナへへへへ、、、、アンケートアンケートアンケートアンケートはははは新潟県新潟県新潟県新潟県のののの返信用封筒返信用封筒返信用封筒返信用封筒にてにてにてにて新新新新

潟県庁潟県庁潟県庁潟県庁へへへへとととと、、、、提出先提出先提出先提出先がががが異異異異なりますなりますなりますなりますので、お間違いのなきよう併せてお願い申し上げます。 
    

■■■■最近最近最近最近のののの気象状況気象状況気象状況気象状況についてについてについてについて    

  

冬の天候というものは前年と同じということがあまりなく、暖冬で殆んど雪も降らなかった昨年に比べ、

今年は気温も低く、海も大時化となる日が多く、出港数も前年同月比で半分以下の数字となっています。 

１月１３日には、新潟県周辺で暴風が吹き荒れ、佐渡（相川）では最大瞬間風速最大瞬間風速最大瞬間風速最大瞬間風速４０４０４０４０ｍｍｍｍという、冬季とし

ては観測史上で 1 番強い風が吹いたようです。 

また、１月 14 日には、北陸地方の上空 5000ｍに----４４４４0000℃℃℃℃という、この冬最低温度の寒波が到来し、マリ

ーナのある柏崎市内では１４日から 15 日にかけてかなりの量の雪が降り続き、マリーナとしては開港以来

最大規模ともいえる積雪量となりました。 

 現在、船に積もった雪についてはその後の急激な気温の上昇により完全に消えてはおりますが、今回の積

雪や強風の影響により、艇への浸水や破損等が発生している可能性があります。また、今後も同じような積

雪や強風が発生することも考えられますので、皆様には一度、愛艇の点検に来られることをおすすめいたし

ます。    

 

 

 

 

 
 

 

 
    

■■■■冬期間冬期間冬期間冬期間のののの水道水道水道水道のののの使用制限使用制限使用制限使用制限についてについてについてについて    

 

 凍結による水道管の破損を防ぐため、休港日と時間外（17：30～8：30）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、タンクに貯水している分だけ

は多少使用することが可能ですので、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。 

発行日 平成 22（2010）年 2 月（第 31 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 
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１５日時点での積雪量は

マリーナ内で約 120cm

となり、海沿いとしては

記録的な積雪量となりま

した。 

週末の出港に対応す

る為、フォークリフト

を使用し急ピッチで

除雪をしている様子。 

 

各保管艇の前に通路を作

るため、フォークリフト

で雪を押し、溜まった雪

は海へ捨てています。 

管理棟まわりも雪景

色となってしまいま

した。 
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■■■■「「「「応急手当講習会応急手当講習会応急手当講習会応急手当講習会」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

毎年恒例となりました、「応急手当講習会」を開催いたします。 

講習内容は、心肺蘇生法、止血法、気道異物除去などの知識と技術の習得に加え、実際に AED（自動体外

式除細動器）を使用した講習も行われます。 

 講習終了後には、柏崎市消防署より『普通救命講習 修了証』が交付されますので、この機会にぜひ本講

習に参加し、応急手当の知識と技術を身に付けてください。 

 

□ 日日日日    時時時時  平成２2年 4 月 4 日(日) 午後 1 時～午後 4 時まで（３時間） 

□ 場場場場    所所所所  新潟県柏崎マリーナ ２階 会議室 

□ 定定定定    員員員員  ２０名（定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申込み下さい） 

□ 講講講講    師師師師  柏崎市消防署 救急係 様   □ 受講料受講料受講料受講料  無 料 

※講師の都合により日程を変更する場合があります。事前にご確認ください。 

【主 催】 柏崎ﾏﾘｰﾅｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ、柏崎外洋ﾖｯﾄｸﾗﾌﾞ、新潟県柏崎ﾏﾘｰﾅ 

【お申込み・お問合せ先】 新潟県柏崎マリーナ 

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

    

柏崎マリーナでは、「「「「全国全国全国全国プレジャーボートプレジャーボートプレジャーボートプレジャーボート安全会安全会安全会安全会」」」」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、プレジャーボートに賠償責任保険をつけることは、今やマナーでもあり、ご自身を守る手段

です。「「「「保険保険保険保険はははは安心安心安心安心のののの第一歩第一歩第一歩第一歩ですですですです!!!!」」」」    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） 

 
■■■■ボートショーボートショーボートショーボートショーのののの開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内        

 

○○○○「「「「第第第第２０２０２０２０回回回回 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」」」」のののの開催開催開催開催     
 

来たる２月２７日（土）・２８日（日）の両日、新潟市産業振興センターにおいて「「「「第第第第 20202020 回回回回    新潟新潟新潟新潟ボートボートボートボート

ショーショーショーショー」」」」が開催されます。 

 入場は無料となっており、当マリーナも出展いたします。 

モーターボート中心ではありますが、会場イベントや各社マリングッズの販売なども行なっておりますので、

ご都合のよろしい方はぜひ足をお運びください。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
○○○○「「「「ジャパンインターナジャパンインターナジャパンインターナジャパンインターナショナルボートショーショナルボートショーショナルボートショーショナルボートショー２０１０２０１０２０１０２０１０」」」」のののの開催開催開催開催 

 

『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。 メイン会場の「パシフィコ横

浜」、大型ボートが並ぶ「特設フローティング」、マリンアトラクションが行われる「臨港パーク」、体験乗船・

見学会の「ぷかり桟橋」、そして「中古艇フェア会場」など、見て、触れて、体験する一大ボートショーです。 

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

【【【【会会会会    期期期期】】】】         3 月 4 日（木）・5 日（金）・6日（土）・7 日（日） 

【【【【入入入入場料場料場料場料】】】】        一般 1,000円／高校生以上（中学生以下は無料） 

【【【【開館時間開館時間開館時間開館時間】】】】        10 時～18 時 ※3 月 4 日(木)は 11 時 45 分開会式／12 時より一般開場 ※3 月 7 日(日)は 17 時閉場 

柏崎マリーナの出展ブース

です。施設の概要や活動内

容を紹介しています。 

昨年は、釣り番組などでお

馴染みの「永浜いりあ」さ

んのトークショーがあり

ました。 

ボートや船外機、航海計器な

どが展示されており、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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 マリーナマリーナマリーナマリーナ修理修理修理修理工場工場工場工場だよりだよりだよりだより        

    

■■■■船舶検査船舶検査船舶検査船舶検査・・・・臨時検査代行臨時検査代行臨時検査代行臨時検査代行についてについてについてについて    

 

春～夏は船舶検査が集中する時期で、柏崎マリーナ保管艇の約２割が平成２２年のこの時期に検査を迎え

ます。まもなく検査を迎える船舶所有者へは、“日本小型船舶検査機構”から直接ご自宅などへ『『『『船舶検査船舶検査船舶検査船舶検査

のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ』』』』という書類が郵送されて来ます。 

柏崎マリーナでは、皆様より検査のご依頼を受けた船舶の航行区域や検査の有効期間等を考慮させていた

だいた上で、随時検査日を決定し、申請・検査代行を行なっていく予定です。 

今後、皆様のお手元に『船舶検査のお知らせ』が届き、柏崎マリーナで検査代行を希望される場合には、

お早めにマリーナまでお申し付けくださいますと共に、皆様のお手元に届いた『船舶検査のお知らせ』に同

封の“申請書類一式“を管理事務所までお持ちください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 告知告知告知告知コーナーコーナーコーナーコーナー        

    

■■■■柏崎柏崎柏崎柏崎マリーナオーナーズクラブマリーナオーナーズクラブマリーナオーナーズクラブマリーナオーナーズクラブ（（（（KMOCKMOCKMOCKMOC））））会員募集中会員募集中会員募集中会員募集中！！！！    

    

 当クラブは懇親会や釣り大会などのイベントを通じ、皆様のマリンライフをより豊かなものにするお手伝

いをしております。柏崎マリーナに船をお持ちの方はぜひご入会ください。また、現在イベント等の企画か

らお手伝いまでをしていただく「世話人」も募集しておりますのでマリーナ事務所までお気軽にお声掛け下

さい。 

    

【【【【 会会会会     費費費費 】】】】年間 1,000円 

【【【【 受受受受     付付付付 】】】】柏崎マリーナ窓口 

    

～～～～KMOCKMOCKMOCKMOC のののの今後今後今後今後ののののイベントイベントイベントイベント予定予定予定予定～～～～    

※当日の天候やその他の事情で日程や内容が変更になる場合もありますので、直前の案内等をご確認下さい。 

■■■■年間大物賞年間大物賞年間大物賞年間大物賞        

・対 象 魚：マダイ、スケソウ、クロソイ 

・期  間：平成 21 年 11 月 27 日～平成 22年 11 月 26日まで  

・申請方法：マリーナ職員までお声かけ下さい。検量および記録をいたします。 

    

■■■■キスキスキスキス釣釣釣釣りりりり大会大会大会大会        

・開催日：2010 年夏頃を予定（日程等の詳しい内容は 3 月の役員会にて決定） 

・時 間：午前 5 時から昼頃までを予定 

    

■■■■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        

・内容：広く一般からも作品を募集し、入賞作品および最優秀作品を選ぶ。年末の懇親会上で表彰。 

    

■■■■懇親会懇親会懇親会懇親会等等等等のののの開催開催開催開催 

・夏季にはマリーナ管理等周辺の屋外にて、生バンドを迎えたバーベキューと生ビールによる納涼会を行

ない、年末にはホテルを会場に「釣り大会の表彰式」、「ビンゴ大会」等を催す納会を行います。 

これらは柏崎マリーナ運営者側と共催いたします。 また年末の納会の前には、オーナーズクラブの総会

も実施いたします。 

    

■■■■イベントイベントイベントイベント等等等等のののの実施実施実施実施・・・・協力協力協力協力        

・その他、夏期には体験乗船を実施したり､冬期には安全講習会を行なったりしております。 

『船舶検査のお知

らせ』の中には、写

真のような書類が

合計 6 枚同封され

ています。 

検査対象の船舶所

有者すべてにこの

ような封筒が送ら

れてきます。 

封筒の中には『払込取扱

票』という郵便局専用の支

払用紙が同封されていま

すが、検査にかかる全ての

費用は、後日マリーナから

一括請求をさせていただ

いております。 
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■■■■「「「「マリーナマリーナマリーナマリーナ会員懇親会会員懇親会会員懇親会会員懇親会」」」」のごのごのごのご報告報告報告報告  
 

昨年 11 月 28 日（土）に毎年恒例となりました「柏崎マリーナ会員懇親会」を開催いたしました。     

当日は皆様お忙しい中、総勢で 67名（うち女性 14名）の方からご参加をいただきました。 

会のほうは終始賑やかな雰囲気の中で執り行われ、マリーナ職員を含めた参加者同士、大いに親睦を深め

られたのではないかと思います。  

懇親会では、恒例となった「「「「ビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲーム」や「「「「釣釣釣釣りりりり大会大会大会大会」」」」の授賞式に加え、今年から新たにスタートし

ました「「「「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」」」」の作品紹介など盛りだくさんの内容となりました。 

また、利用者の方々より前日に釣れた“真鯛と鰤”のご提供があり、3 年ぶりとなる「「「「解体解体解体解体ショーショーショーショー」」」」も催

すことができ、会場は大いに盛り上がりました。 

現在、懇親会当日の様子を写真に収めたものをマリーナのホームページで公開しておりますので、パソコ

ンをお持ちの方はぜひご覧になってみて下さい。（ご覧いただくにはパスワードが必要となります。お手数ですがマリーナまでお問合せ下さい。） 

    

    

    

    

 
 
 
 
 掲示板掲示板掲示板掲示板        

    

■■■■フォトコンフォトコンフォトコンフォトコンテストテストテストテスト結果結果結果結果＆＆＆＆第第第第２２２２回大会告知回大会告知回大会告知回大会告知    

    

記念すべき第 1 回目の開催となりました「「「「新潟県柏崎新潟県柏崎新潟県柏崎新潟県柏崎マリーナマリーナマリーナマリーナ    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 2009200920092009」」」」が昨年

11 月 13 日を持って応募の締め切りとなりました。応募作品総数は合計 42 点にのぼり、マリーナ会員の

皆様のみならず、一般の方からもたくさんのご応募をいただきました。審査は応募締め切り後の 11 月 15

日に行なわれ、最優秀賞2点、入選 10 点の計 12点が選ばれました。（審査はマリーナ代表2名、オーナ

ーズクラブ代表2名、協賛企業様代表 1名の合計 5名にて行なわれました。） 

 どの作品も甲乙付けがたく、審査は難しいものとなりましたが、最終的には今回のテーマでもある『『『『四季四季四季四季

折折折折々々々々のののの柏崎柏崎柏崎柏崎マリーナマリーナマリーナマリーナのののの風景風景風景風景またはまたはまたはまたは釣釣釣釣りりりり・・・・クルージングクルージングクルージングクルージングなどなどなどなど船上船上船上船上でのでのでのでの光景光景光景光景』』』』により近い作品が選ばれました。 

  「「「「第第第第２２２２回大会回大会回大会回大会」」」」については、すでにスタートしております。今回は、前回の実施要項に一部修正を加え、

未発表作品であれば撮影日の制限をなくすことや、スナップやポートレートなどの人物部門を新たに創設す

ることなどを盛り込み、より多くの方々が作品を応募しやすいようにいたしました。 

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。 

    

■■■■夜間夜間夜間夜間ののののイルミネーションイルミネーションイルミネーションイルミネーションについてについてについてについて    

 

現在、マリーナ管理棟前と駐車場のフェンス沿い付近に、イルミネーションを設置し、

夜間（17：00～22：00 頃）点灯させております。 

 冬季は天候も悪く、出港できない日が多くなるため、マリーナへの人の出入りも極端に

少なくなります。 

 そんなこの時期、マリーナが少しでも賑やかになればとの思いで毎年イルミネーション

を点灯しております。夜間、マリーナの近くに来る用事などがございましたら、ぜひ一度

見にいらっしゃってください。  

※わき見運転は大変危険ですので、車を駐車場に停車させてからご覧いただきますようお願いいたします。    

恒例のビンゴゲームで

は、皆さん豪華景品に

盛り上がっておられま

した。 

年間大物賞の授賞式の様子。

実力と気力・体力を持ち合わ

せた方に勝利の女神は微笑み

ます。 

ご提供いただいた魚は、板

前さんにお造りにしてい

ただきました。 

フォトコンテストの作品

紹介の様子。スクリーンを

使って皆様にお披露目い

たしました。 

中締め後、出席者全員

の集合写真を撮らせて

いただきました。 


