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トークショーのようす 

青森でのマグロ釣りのシーン 

新潟県柏崎マリーナ会報誌 

   べ  い         ほ  う   
 

 

 

 

    おおおお知知知知らせらせらせらせ        
    

■■■■11111111 月月月月およびおよびおよびおよび年末年始年末年始年末年始年末年始のののの休港日休港日休港日休港日についてについてについてについて    

  

11 月の第一週の定休日は 11 月 4 日（木）、第四週の定休日は 11 月 24 日（水）となります。 

また、年末年始にあたる平成平成平成平成 22222222 年年年年 11112222 月月月月 30303030 日日日日（（（（木木木木））））からからからから平成平成平成平成 23232323 年年年年 1111 月月月月２２２２日日日日（（（（日日日日））））までまでまでまではマリーナ

の休港日となっております。年が明けて新年は、1111 月月月月 3333 日日日日（（（（月月月月））））からの営業となっております。 

なお、年末年始は悪天候が続く場合が多いので、ご出港の際は十分にご注意ください。    

    

■■■■「「「「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」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします！！！！ 
  

来たる１１１１1111 月月月月 22227777 日日日日（（（（土土土土））））１８１８１８１８：：：：３０３０３０３０より、毎年恒例の「柏崎マリーナ会員懇親会」を開催いたします。

詳しい内容は、後日改めてご案内をさせていただきます。 

ご家族・ご友人など大勢お誘い合わせの上、ご参加くださいますようお願いいたします。また、当日は「柏

崎マリーナオーナーズクラブ」の総会もあわせて実施の予定です。 
 

■■■■「「「「小型船舶小型船舶小型船舶小型船舶操縦操縦操縦操縦士士士士免許免許免許免許」」」」のののの更新更新更新更新････失効講習失効講習失効講習失効講習開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内 
  

毎年開催しております更新･失効講習会を来年の 2222 月月月月 6666 日日日日（（（（日日日日））））に開催いたします。                      

会員の皆様の中で、今回該当される方々には個々にご案内を差し上げますが､お知り合いの方などで該当され

る方がいらっしゃいましたら､マリーナまでご相談ください。詳細は 11 月下旬に HP、掲示物などでお知ら

せいたします。 

 

■■■■マリーナマリーナマリーナマリーナ開港開港開港開港２０２０２０２０周年記念講演会周年記念講演会周年記念講演会周年記念講演会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。    

    

去る 9 月 11 日（土）、柏崎エネルギーホールにて『『『『柏崎柏崎柏崎柏崎マリーナマリーナマリーナマリーナ開港開港開港開港 20202020 周年周年周年周年

記念事業記念事業記念事業記念事業』』』』および『『『『柏崎市市制施行柏崎市市制施行柏崎市市制施行柏崎市市制施行 70707070 周年記念協賛事業周年記念協賛事業周年記念協賛事業周年記念協賛事業』』』』として新潟県からも「後

援」をいただき、釣り番組等でもおなじみの “児島玲子さん”を講師にお迎えしての

講演会＆トークショーを開催いたしました。 

 当日はマリーナ会員や一般の方々などを含め 100 人以上のみなさまにご出席い

ただき、開港２０周年を大いに盛り上げていただきました。 

 前半の 45 分間は、児島さんの今までの釣りの体験談などを大型スクリーンを使

ってお話いただき、休憩を挟み後半は、会場の出席者のみなさんからの質問などを

交えながらのトークショーが行われました。 

 講演会終了後には急きょ児島さんとの握手会やサイン会などが行われ、普段 TV

でしか見ることの出来ない児島さんを間近に見ることが出来、講演会に参加された

みなさまには大変喜んでいただけたようです。 

 なお、当日の講演会の様子をビデオ録画したものを下記の日程で上映いたします。

ご覧になりたい方は上映時間になりましたらマリーナ管理棟２階の会議室にお入

りください。（入場前に窓口にお声かけください） 

 

【【【【上映会上映会上映会上映会のごのごのごのご案内案内案内案内】】】】    

・ 上映日：10/30（土）、11/7（日） 

・ 上映開始時刻：各日とも 14：00 から（約９０分間） 

発行日 平成 22（2010）年 10 月（第 34 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 

※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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受付を済ませ、ヨットかモータ

ーボートのいずれか好きな方へ

乗船していただきます。 

■■■■「「「「親子無料体験航海親子無料体験航海親子無料体験航海親子無料体験航海」」」」をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました！！！！ 
 

去る 8/29（日）、当マリーナにて『『『『柏崎柏崎柏崎柏崎マリンスポーツフェスタマリンスポーツフェスタマリンスポーツフェスタマリンスポーツフェスタ 2010201020102010』』』』の親子

無料体験航海を実施いたしました。当日は、オーナーズクラブ、フェスタ実行委員会

のみなさまのご協力により、計 168 名（うち小人 54 名）の一般参加者に対し、   

予定していた出港数を急遽増やすなどして、出来るだけ多くの方が乗船できるよう

に対応していただきました。 

 参加者のみなさまの中には、マリーナにあるようなプレジャーボートやヨットに乗船するのは初めてとい

う方も多く、特に親御さんと一緒に参加した子供たちにとっては夏休み最後の良い思い出になったようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■「「「「マリーナフェスティバルマリーナフェスティバルマリーナフェスティバルマリーナフェスティバル（（（（夏季会員懇親会夏季会員懇親会夏季会員懇親会夏季会員懇親会）」）」）」）」をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました!!!!        

 去る８月 7 日（土）夕方から夜にかけて、マリーナ管理棟周辺にて「マリーナフェスティバル 2010（夏

季会員懇親会）」を開催いたしました。 

当日は、100名程の参加者があり、生ビールにバーベキュー、そして生バンドと、つかの間のひと時ではあ

りましたが、皆さん大いに楽しんでいただけたようです。来年もまたお待ち申し上げております。 

 なお、当日の様子はマリーナホームページの「「「「夏季夏季夏季夏季・・・・冬季懇親会冬季懇親会冬季懇親会冬季懇親会のののの様子様子様子様子」」」」で公開しております。これらを

ご覧いただくにはパスワードをご入力いただく必要がございますので、マリーナへお問合せください。 

 

    

    

    

    

    

    

■■■■キスキスキスキス釣釣釣釣りりりり大会大会大会大会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました！！！！    

    

去る 7 月 11 日（日）、柏崎マリーナにて「「「「第第第第 6666 回回回回 KMOCKMOCKMOCKMOC 主催主催主催主催キスキスキスキス釣釣釣釣りりりり大会大会大会大会」」」」が開催されました。 

当日は曇り空ながらも雨に降られることもなく、海も終始静穏なコンディションでした。 

 柏崎マリーナでのキス釣り大会は、勝負事というよりもむしろ毎年恒例のイベントとしてみなさん気楽に

楽しんでおられますので、次回来年の大会も大勢の皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

なお、大会の詳細はレポートとしてマリーナホームページの「「「「第第第第 6666 回回回回キスキスキスキス釣大会結果報告釣大会結果報告釣大会結果報告釣大会結果報告」」」」にまとめてあ

りますので、そちらをご覧下さい。 

  

オ ー ド ブ ル １ ６ 種 に ピ ザ 、 

そしてメインは和牛ステーキを

鉄板で焼きました! 

「ロスボラチョス」の皆様。   

夏の夕暮れにぴったりのナンバ

ーを演奏いただきました。 

ご家族・お仲間のみなさんと生

ビールで乾杯!! 

マリーナがビアガーデンに早

変わりしました！ 

ヨットを希望される方も多かったよう

です。この中から未来のセーラーが生ま

れるのでしょうか。 

「「「「こんなにこんなにこんなにこんなに大大大大きなきなきなきなボーボーボーボー

トトトトにににに乗乗乗乗るのはるのはるのはるのは初初初初めてめてめてめて！」！」！」！」

という方ばかりで、皆さ

ん少し興奮気味でした。 
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■■■■第第第第 6666 回回回回    キスキスキスキス釣大会釣大会釣大会釣大会    成績成績成績成績およびおよびおよびおよび順位順位順位順位    

 

種別種別種別種別    船名船名船名船名    氏名氏名氏名氏名    

優勝 幸洋 高橋 様 

大物賞 ジュゴンⅡ 加藤 様 

2位 ジュゴンⅡ 加藤 様 

3位 釣遊丸 宮島 様 

4位 イエローテイル 岡村 様 

5位 イエローテイル 中野 様 

ブービー賞 マジョルカⅢ 土田 様 

外道賞（ヒラメ） 幸洋 高橋 様 

マリーナ特別賞 シーユニオン 五十嵐 様 

※「マリーナ特別賞」とは、マリーナの開港 20 周年に合わせ、順位が 20 番目の方に 

贈られた賞です。    

 

 
    工場工場工場工場だよりだよりだよりだより     

 

■■■■船舶船舶船舶船舶からのからのからのからの排出排出排出排出ガスガスガスガス放出放出放出放出のののの規制規制規制規制についてについてについてについて    

 

船舶からの排出ガスの放出による大気汚染を防止するため、平成２２年７月１日に海洋汚染防止条約海洋汚染防止条約海洋汚染防止条約海洋汚染防止条約    

（（（（マルポールマルポールマルポールマルポール条約条約条約条約））））の改正が行われました。 

日本国内でもこの条約に則り、５年前より船舶のディーゼルエンジンから排出される窒素酸化物(NOx)の

排出規制(１１１１次規制次規制次規制次規制)が実施されてきましたが、このたびの新たな改正（２２２２次規制次規制次規制次規制）により、その内容はさらに

厳しいものとなりました。 

利用者のみなさまの中で今後これらの規制に関係してくるものと言えば、「「「「出力出力出力出力１３０１３０１３０１３０ｋｗｋｗｋｗｋｗ（（（（約約約約１７５１７５１７５１７５馬力馬力馬力馬力））））

をををを超超超超えるえるえるえるディーゼルエンジンディーゼルエンジンディーゼルエンジンディーゼルエンジンのののの換装換装換装換装やややや改造改造改造改造をおをおをおをお考考考考えのえのえのえの場合場合場合場合」」」」となります。詳細に付きましては状況により異

なるため、事前にスタッフにご相談ください。 

 

【窒素酸化物(NOx)とは】 

一酸化窒素と二酸化窒素が酸化したものが主で、別名 NOx(ノックス)とも

呼ばれております。このNOxが人体や環境に悪影響を及ぼす物質であること

は皆様もご存じの通りです。 

ＮＯxは、軽油・ガソリン等の燃焼過程で必ず発生し、“燃焼温度燃焼温度燃焼温度燃焼温度がががが高温高温高温高温”

で“燃焼状態燃焼状態燃焼状態燃焼状態のののの効率効率効率効率がががが良好良好良好良好なほどなほどなほどなほど”多く発生する傾向にあります。 

 

 したがって調子の良いエンジンほど NOx が発生しやすいということになり、自動車などは触媒や各種制

御機能で低下させている様ですが、船舶についてはその対策が今後の大きな課題になっています。 

    

■■■■冬季整備冬季整備冬季整備冬季整備をををを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。（希望者のみ） 

    

例年通り１１月中旬頃より冬季点検整備の開始を予定しています。整備を

希望される方は、マリーナ・修理工場スタッフまでお知らせ頂ければ幸いで

す。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、マリーナでは定期的なメンテナンスをお勧めいたしております。 

※大会優勝者のトロフィーと写真はマリーナロビー

内に展示してあります。 
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    告知告知告知告知コーナーコーナーコーナーコーナー     

    

■■■■「「「「KMOCKMOCKMOCKMOC（（（（柏柏柏柏崎崎崎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））））総会総会総会総会」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

11 月 27 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 分分分分からからからから３０３０３０３０分分分分までまでまで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、引き続き懇親会を開始いたしますので、クラブ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」および「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わせていただ

きます。（「第 6 回年間大物賞」の締め切りは 11/25、「第 2 回マリンフォトコンテスト」の締め切りは 11/12 です。） 

    

■■■■「「「「柏崎柏崎柏崎柏崎マリーナマリーナマリーナマリーナ長岡長岡長岡長岡会会会会」」」」よりよりよりより忘年会忘年会忘年会忘年会ののののおおおお知知知知らせらせらせらせ 

 
柏崎マリーナの利用者のうち、おもに長岡市近郊にお住まいの方々をメインに年に一度忘年会を開催して

おります。マリーナでの今年一年間を振り返り、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、ぜひご参加ください。 
 
■日時：平成２１年１２月４日（土）１８：００より 
■会場：船栄・総本店（旧あかちょうちん）【長岡市坂之上町１丁目３―２１セントラルビル】 

■会費：５０００円（当日徴収）  
■お申込先：昴（すばる）号の村井（事務局）まで  
■連絡先（携帯電話）090-1042-4610  

■締め切り：11 月 24 日（水） 

 

 
    掲示板掲示板掲示板掲示板        

    

■■■■マリーナマリーナマリーナマリーナのののの施設見学施設見学施設見学施設見学をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました！！！！    

    

柏崎マリーナでは、年間を通して施設見学の受け入れを行っております。 

今年は７月に市内の保育園より 69名の園児が、１０月には市内の小学５年生 85名が遠足を兼ねて当施設

にいらっしゃいました。普段、なかなか見る機会のないこういった施設での見学によって、子供たちが少し

でも海やマリーナというものに興味を持ってもらえれば幸いです。 

 学校関係者のみなさまや地域の町内会など、小さなお子さんから大学生まで、地域の子供たちの施設見学

の受け入れのご相談に乗らせていただきますので、見学をご希望の方はお気軽にマリーナまでご連絡くださ

い。 

 

    

    

    

    

■■■■「「「「第第第第 2222 回柏崎回柏崎回柏崎回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」」」」応募締切応募締切応募締切応募締切りりりり間近間近間近間近ですですですです！！！！    

    

 今回で 2 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 11112222 日日日日（当日消印有効）を持

ちまして作品の応募の締め切りとさせていただきます。ご自身がお撮りになった海に関する写真の中で、お

気に入りのものがございましたらこの機会にぜひご応募ください！ 

◆作品テーマ「柏崎マリーナおよび海」 

◆応募部門 1. 風景 2. 人物（スナップ・ポートレート） 

審査の上、11 月 27 日の会員懇親会会場にて各賞の発表ならびに賞状・副賞の授与を行う予定です。 


