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※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
◆ぎおん柏崎
ぎおん柏崎まつり
交通規制について◆
柏崎まつり花火大会
まつり花火大会の
花火大会の交通規制について
について◆
本年も、７月２６日（月）「
「ぎおん柏崎
ぎおん柏崎まつり
柏崎まつり海
まつり海の大花火大会」
花火大会」が実施され
ます。
例年、会場付近の渋滞が問題となっていることから、柏崎港
柏崎港～
柏崎港～マリーナ前
マリーナ前～
国道８
国道８号線鯨波交差点の間の道路を花火大会当日の「午後4時から午後11時の
号線鯨波交差点
間」車両通行止め規制とし、花火見物用のシャトルバスの通行のみによる渋滞
緩和を図る計画です。
通行止めの各地点には、警察官や祭り主催者等の交通誘導員が立っておりますので、利用者と言えどもそ
の時間帯はマリーナの出入りができませんのでご注意ください。但し、この時間帯にどうしてもマリーナへ
の出入りをしたい方には、事前申請により「
「通行許可
通行許可証
許可証」を祭り主催者から発行していただく予定でおりま
す。必要な方は７
７月19日
19日（月）までにマリーナへご連絡ください。
なお、マリーナへの出入りは規制時間外に行うようにし、一度マリーナ内に入場したら規制時間内はでき
るだけ出入りを避けるようにしてください。
※花火大会当日の陸上および海上交通規制図等は、時期が近づきましたらマリーナに準備いたしますので必ずそちらをご覧になって下さい。

◆夏季イベント
夏季イベントのお
らせ◆
イベントのお知
のお知らせ◆
○キス釣
キス釣り大会
以下の日程でKMOC主催のキス釣り大会を開催いたします。詳細はマリーナにある実施要領をご覧ください。
【 日 時 】 7月 11日（日）午前4：30受付開始 ～ 午前11：00終了
【申込締切】 7月 4日（日）

○マリーナフェスティバル（夏季会員懇親会）
恒例となりました「夏季会員懇親会」を開催いたします。料金を含め詳細は確定しておりませんが、概ね
以下の様に計画しておりますので、皆様お誘い合わせの上ご参加ください。
お申込みは艇ごとにマリーナへ参加人数をお伝えください。
詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。
【日 時】 8月7日（土） 夕方から宵の口くらいまで
【内 容】 会員間の懇親を目的としたバーベキュー大会。音楽バンド演奏も予定。（生ﾋﾞｰﾙ・ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ付き）
【会 費】 大人 ４千円（アルコールなしは２千円）／小学生以下 1,000 円程度で検討中です。
【締め切り】 8月4日（水）

○「新潟県柏崎マリーナ
新潟県柏崎マリーナ20
マリーナ20周年記念講演会
20周年記念講演会」
周年記念講演会」
新潟県柏崎マリーナはみなさまのおかげを持ちまして、本年度で開港 20 周年目を迎えることとなりまし
た。その記念事業の一環といたしまして、本年 9 月 11 日（土）に記念講演会を計画しています。
講師は、テレビの釣り番組等でもおなじみの「児島玲子」さんをお迎えする予定です。講演会の日時や場
所、講演の内容などの詳細については、決定次第ホームページやポスター等でお知らせいたします。
一般の方々のご入場も可能となっておりますので、大勢の皆様のご来場をお待ちしております。
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◆アンケートの
アンケートの結果について
結果について◆
について◆
去る 2 月に新潟県により、アンケートを実施させていただきました。約 90 件、利用者の約 50%の方
のご回答を頂戴いたしました。貴重なご意見誠にありがとうございました。
アンケートを集約しますと、
1. 利用料金
利用料金については
については「改定すべき
改定すべき」
すべき」とお考
とお考えになっている方
えになっている方が回答者のほぼ
回答者のほぼ 50%いらっしゃい
50%いらっしゃいました
いらっしゃいました。
ました。
改定すべき
「専用利用料、
「個
改定すべき項目
すべき項目としては
項目としては、
としては、
専用利用料、上下架料金の
上下架料金の有償上下架料等に
有償上下架料等に全体的に
全体的に改定」
改定」という方
という方、
別料金」
「改定
別料金」という方
という方など、
など、多岐に
多岐に渡るご意見
るご意見がよせられました
意見がよせられました。
がよせられました。また、
また、利用時間については
利用時間については、
については、
「改定すべき
改定すべき」
すべき」
の方が回答者の
回答者の 14%で
14%で、ウインチ稼動時間
ウインチ稼動時間についてのご
稼動時間についてのご意見
についてのご意見がありました
意見がありました。
がありました。
2. 利用上の
「改善
利用上の注意事項については
注意事項については、
については、
「改善すべき
改善すべき」
すべき」の方が回答者の
回答者の 15%で
15%で、防波堤の
防波堤の釣り人やマリーナ内
マリーナ内
のマナーについてのご
マナーについてのご意見
についてのご意見や
意見や給電についてのご
給電についてのご意見
についてのご意見がありました
意見がありました。
がありました。
3. マリーナの
「改善
マリーナの提供する
提供するサービス
するサービスについては
サービスについては、
については、
「改善すべき
改善すべき」
すべき」の方が回答者の
回答者の７%で、気象海象情報の
気象海象情報の時間
外の船への提供
への提供を
提供を望む意見がありました
意見がありました。
がありました。
4. マリーナの
「改善
マリーナの維持管理については
維持管理については、
については、
「改善すべき
改善すべき」
すべき」の方が回答者の
回答者の 9%で
9%で、クレーン設置
クレーン設置、
設置、灯台の
灯台の関係の
関係の
ご意見がありました
意見がありました。
がありました。
5. 職員の
「改善
職員の対応については
対応については、
については、
「改善すべき
改善すべき」
すべき」の方が回答者の
回答者の 3%でした
3%でした。
でした。
当マリーナとしても、
「前向きに検討すべきもの」、
「もうすこし検討の時間が必要なもの」、
「新潟県に検
討をお願いすべきもの」、
「採用には時間がかかるもの」などに整理をして、今後のマリーナ運営に反映さ
せていきたいと考えます。
今後も、アンケートという形にこだわらず、日常的にご意見を伺っておりますので、忌憚ないご意見を
頂戴したいと存じます。

所長 真貝和博

◆会議室の
会議室の土・日・祝日等の
祝日等の一般開放について
一般開放について◆
について◆
夏季期間中の土日祝日に、管理棟２F会議室を一般開放いたします。
暑くなるこれからの時期に合わせ室内を冷房しておりますので、ご休憩等にご利用ください｡
【一般開放日】 7 月17日～9 月12日の土・日・祝日・お盆期間中（8 月13日～16 日）
【開放時間】 午前 8 時 30 分～午後 5 時くらいまで（ただし、会議室利用予約がある場合は開放しません）
【そ の 他】

開放時室内は禁煙・禁酒とします。

◆外駐車場の
外駐車場の有料化のご
有料化のご案内
のご案内◆
案内◆
例年通り、マリーナの外駐車場が7月24日（土）～8月16日（月）位までの予定で有料となりますので、あ
らかじめご了承ください。

◆マリーナからのお
マリーナからのお願
からのお願い！◆
新潟県柏崎マリーナには、利用者の皆様が快適に施設をご利用いただけるよう、利用に関するルールが定
められています。ご自分では問題がないと思っている行為も、他の利用者から見れば迷惑に感じる行為もあ
りますので、もう一度利用ルールを読み直していただき、特に以下に該当するような行為があれば厳に謹ん
で下さいますようお願い申し上げます。
【指定区域以外での
指定区域以外でのバーベキュー
でのバーベキューや
バーベキューや施設内での
施設内での釣
での釣り行為】
行為】
利用ルール内の『その他利用上の注意事項』として以下の行為が禁止されています。
・マリーナ内における釣り及び遊泳は禁止します。
・バーベキューについては、マリーナに連絡した上で、指定された場所で行ってください。
【港内での
港内での引
での引き波について】
について】
利用ルール内の『航行上の注意事項』として以下の行為が禁止されています。
・出入港時は十分に速力を落し、係留中の艇や付近を航行中の艇に影響を及ぼさないようにしてください。
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◆「新潟県高校総体ヨットレース
新潟県高校総体ヨットレース」
ヨットレース」が開催されました
開催されました◆
されました◆
6 月 5 日（土）柏崎マリーナにおいて第 63 回新潟県高校総体と、平成 22 年度全国高校総体新潟県予選
を兼ねたヨットレースが開催されました。新潟県内からは、新潟県立海洋高校と新潟県立新潟南高校の選手
が大会に参加し、またそれに伴う大会役員や運営スタッフの皆様もマリーナに来訪されました。
当初レースは 2 日間の日程でしたが、当日はレースに支障のない程度に風も吹き、全レース無事に１日で終
了することが出来たようです。
なお、この大会で優勝した男女それぞれの選手は、今年の 9／26 から千葉県内で行われる国体のセーリ
ング競技に新潟県代表選手（少年の部）として出場することとなります。
今回の女子シーホッパーSR 級代表は、昨年の新潟国体の同クラスで準優勝となった選手でもあります。
国体では新潟県代表選手として、男子・女子ともに好成績を残せるよう頑張って来ていただきたいと思いま
す。

工場だより
工場だより
■船舶検査代行料の
船舶検査代行料の価格改定について
価格改定について
日頃より皆様には、船舶検査代行へのご協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、このたび検査証書登録長５ｍ以上の船舶につきまして、下記の通り検査代行料・臨時検査代行料の
価格改定をさせていただく事となりました。
誠に恐縮ではございますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。

■改定日

平成２２年９月２９日(水)より

■船舶検査代行料・臨時検査代行料
現在

￥９,０００(税別)

改定後 ￥１０,０００(税別)

※５ｍ以下(検査証書登録艇長)の船舶につきましては現状通りです。

■機関室内の
機関室内の自動拡散型消火器の
自動拡散型消火器の設置について
設置について
船舶検査で規定されている消火設備については、
『無人の機関室には自動拡散型の消火器を備えること』(船
外機艇除く)とあります。
柏崎マリーナで保管される船内機艇の全てがこれに該当しておりますが、中には有効期限が過ぎている消
火器設備が多く見受けられ、船舶検査を行っている日本小型船舶検査機構の検査員から増設や交換の是正・
指導をうけております。
「自動拡散型消火器」には各メーカーから数種類の製品が販売されておりますが、いずれの製品も有効期
限は製造年月から 6 年間となっております。
これを過ぎますと、船舶検査で不合格となるばかりでなく、本来の消火能力が発揮できないおそれがあり
ますので、ご自分の船に設置されている消火器類の有効期限が切れている方は、速やかに新しいものへの交
換をお願い致します。
通常の船舶の使用環境においては、ほとんど使用する機会の無い消火設備類ですが、自動拡散型消火器は
万が一の時のエンジン内火災
エンジン内火災の
初期消火には絶大な
絶大な効果のある
効果のある消火器
内火災の初期消火に
のある消火器です
消火器です。
です。
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次項へ続く→

→前項より続く

去る 2003 年 5 月、不運にも柏崎沖で発生した釣り船の船上火災では、火災が発生してから船内に火が
燃え広がり、船が完全に沈没するまでの時間は、わずか 1 時間足らずだったそうです。
（乗船者は海上保安庁や
付近にいたプレジャーボート等により船長以下、全員無事救助されました。
）

プレジャーボートは、ＦＲＰ
ＦＲＰ（ガラス繊維強化プラスチック）製のものがほとんどです。ところがこのプ
ＦＲＰ
ラスチック製の船が意外とよく燃えるということは、船をお持ちのみなさま自身もあまりご存じなかったの
ではないでしょうか。実際には木製の船よりも燃えやすい場合もあるそうですから、消火器類の設備を常に
万全にしておくということは、船長として当然の義務と言えるでしょう。
いざというときに使えないものを装備していても何の役にも立ちませんので、有効期限の切れた消火器を
装備している船舶は一刻も早く、新しいものに交換していただきますようお願いいたします。
ちなみに、先日ある艇で拝見した消火器の製造年月は、柏崎マリーナの開港と同じく２０年を経過したも
のでした…。
【製品説明】
プレジャーボート等で広く使用されてい
る『自動拡散型消火器』には、おもに「
「ケ
スジャン」
「プロマリン」
スジャン」と「
プロマリン」の 2 種類があ
ります。
これらは国土交通省の型式承認を受けた
製品で、エンジンルーム内の温度が 95 度
に達するとセンサーが感知して自動で消火
剤を散布する仕組みとなっています。
設置場所やエンジンの大きさによってこ
「プロマリン」型消火器
の２種類を使い分けておりますので、メー
「ケスジャン」型消火器

カーによる性能に殆ど差はありません。

掲示板
◆元サッカー日本代表
サッカー日本代表の
日本代表の武田修宏さんがいらっしゃいました
武田修宏さんがいらっしゃいました！
さんがいらっしゃいました！◆
去る6月8日（火）柏崎マリーナにて、元サッカー日本代表で現在はサッカー解説
者の武田修宏さんによるTV番組の収録が行われました。武田さんは、東京電力柏崎
刈羽原発や恋人岬、柏崎マリーナ、みなとまち海浜公園など柏崎の観光名所を3日間
に渡り訪れ、番組で紹介。
番組は日本テレビ系で、新潟ではテレビ新潟（TeNY）で7月9日・10日、それぞれ午後7時から放送が
予定されています。番組名は「たのしげらね！じょんのびだない！」だそうですので、ご覧になってみてく
ださい。
※画像は武田さんのブログより転載

◆「最近のおもな
最近のおもな釣果
のおもな釣果」
釣果」がブログになりました
ブログになりました!
になりました!◆
2010年4月1日にリニューアルいたしました柏崎マリーナのホームペー
ジですが、その中でもアクセス数が多く人気のページとなっているのが、
「最
近のおもな釣果」です。これが6月1日から新しく「最近のおもな
最近のおもな釣果
釣果ブログ
ブログ」
のおもな釣果ブログ」
として生まれ変わりました。
ブログになったことでレイアウトもすっきりと見やすくなり、見たい情報
を簡単に表示させることが出来るようになりました。また、パソコンと同じ
ように携帯電話でもブログの内容を簡単にご覧いただくこともできます。
そのほか記事をご覧になった方からのコメントを表示する機能やブログの
更新情報をメールで受け取れるサービスなどブログならではの機能を備えて
います。今後も皆様のフィッシングライフのお役に立つ情報を提供していけ
ればと思いますのでご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。
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