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新潟県柏崎マリーナ 会報誌 

べ  い         ほ  う   

 

 

    
    

 
 

平成２３年３月１１日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」および各地で発生いたしました地震により平成２３年３月１１日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」および各地で発生いたしました地震により平成２３年３月１１日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」および各地で発生いたしました地震により平成２３年３月１１日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」および各地で発生いたしました地震により

被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。被災された皆様方の１日も早い復興をお祈り申し上げます。被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。被災された皆様方の１日も早い復興をお祈り申し上げます。被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。被災された皆様方の１日も早い復興をお祈り申し上げます。被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。被災された皆様方の１日も早い復興をお祈り申し上げます。    
    
    
お知らせお知らせお知らせお知らせ    

    
■■■■専用利用料のお支払専用利用料のお支払専用利用料のお支払専用利用料のお支払いいいいについてについてについてについて        
 

専用利用者の皆様方へ平成23年度のマリーナ専用利用料（保管料金）の請求書を同封させていただいてお

ります。期限内（本年度は5月6日(金)迄）に一括でお支払いをいただいた方には「早期一括支払還元制度」「早期一括支払還元制度」「早期一括支払還元制度」「早期一括支払還元制度」に

より6％還元の適用がありますので、キャッシュバックキャッシュバックキャッシュバックキャッシュバックまたは前受金預り方式前受金預り方式前受金預り方式前受金預り方式のいずれかをご選択いただき、

お支払いの際にマリーナへお申し出下さい。 

なお、お振込みの方については、お申し出のない限り前受金預り方式とさせていただきます。 

 
■■■■平成平成平成平成22223333年度ウインチ上下架料金について年度ウインチ上下架料金について年度ウインチ上下架料金について年度ウインチ上下架料金について        
 

平成23年度以降、上下架料金を年会費制から1回制へ、または1回制から年会費制に変更を希望される方

は年度途中での変更はできませんので、4月18日（月）までにマリーナへお申し出ください。 

また、特にご連絡がなければ前年度と同じ料金体系の請求書を 4 月末頃に発送させていただきます。 

    

■利用者アンケートについて■利用者アンケートについて■利用者アンケートについて■利用者アンケートについて        
 

3月に実施をさせていただきました「柏崎マリーナ利用者アンケート調査」には、多くの利用者の皆様方

にご協力をいただきました。貴重なご意見の数々、誠にありがとうございました。 

 

■■■■大型桟橋をご利用の大型桟橋をご利用の大型桟橋をご利用の大型桟橋をご利用の皆様皆様皆様皆様へ「共同下架」のご案内へ「共同下架」のご案内へ「共同下架」のご案内へ「共同下架」のご案内            
 

今年は 4444 月月月月２２２２3333 日（土）日（土）日（土）日（土）、、、、5555 月月月月 1111 日（日）日（日）日（日）日（日）の 2 日間の日程で大型桟橋利用艇の共同下架の実施を予定し

ております｡ 該当される方には別紙「共同下架のご案内」、「定期配置のご案内」、「配置予定日表」を同

封しておりますので、詳細はそちらをご覧下さい。 

 

■■■■安全祈願祭安全祈願祭安全祈願祭安全祈願祭をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします        
 
        

 下記の日程で、マリーナ保管艇の「安全祈願祭」を開催いたします。 

マリーナに船を保管されている方ならどなたでもご参加いただけますので、皆様

の今年１年間の安全航海と大漁を祈願する上でも、大勢の皆様方にご参加いただ

きたいと思います。なお、個々にお札を希望される場合は別途 1,000 円が必要と

なりますので、お申し込み時にお知らせください。    
 

【日 時】 ４月２3 日（土）午前 8 時 20 分から（３０分程度） 

【場 所】 柏崎マリーナ駐車場にて 

【内 容】 御嶽
おんたけ

山
さん

神社によるご祈祷・お祓い 

【申込み】 新潟県柏崎マリーナ 

発行日 平成 23（2011）年 4 月（第 36 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 
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■マリーナの利用ルールの遵守について■マリーナの利用ルールの遵守について■マリーナの利用ルールの遵守について■マリーナの利用ルールの遵守について    
 

新潟県柏崎マリーナでは、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

られております。ご自分では問題がないと思っている行為も、他の利用者の方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。 
 

【許可されていない【許可されていない【許可されていない【許可されていない船舶等船舶等船舶等船舶等について】について】について】について】    

““““許可されていない許可されていない許可されていない許可されていない船舶等”（船舶等”（船舶等”（船舶等”（水上バイク水上バイク水上バイク水上バイクややややトレーラーなどトレーラーなどトレーラーなどトレーラーなど※船台船台船台船台も含む）も含む）も含む）も含む）のマリーナ施設内への持ち込み

や駐車、または一時係留などは禁止です。 ※「船台」は船が積載されていないものも該当します。 
 

【指定区域【指定区域【指定区域【指定区域以外以外以外以外でのバーベキューや施設内での釣り行為】でのバーベキューや施設内での釣り行為】でのバーベキューや施設内での釣り行為】でのバーベキューや施設内での釣り行為】 

利用ルール内の『その他利用上の注意事項』『その他利用上の注意事項』『その他利用上の注意事項』『その他利用上の注意事項』として以下の行為を禁止又は遵守するよう明記されています。 

・マリーナ内における釣り及び遊泳は禁止します。 

・バーベキュー等火を使うものについては、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。 
 

【港内での引き波について】【港内での引き波について】【港内での引き波について】【港内での引き波について】 

利用ルール内の『航行上の注意事項』『航行上の注意事項』『航行上の注意事項』『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、係留中の船や付近を航行中の船に引き波などで影響を及ぼさないように

してください。  
 

※今後これらの行為を職員が発見した場合には、厳重に注意した上で関係許可者の「利用許可取り消し」を

行う場合がありますので、十分にご注意ください。 

 
    

■■■■東北地方太平洋沖地震の被災者救援のため義援金を募集いたします東北地方太平洋沖地震の被災者救援のため義援金を募集いたします東北地方太平洋沖地震の被災者救援のため義援金を募集いたします東北地方太平洋沖地震の被災者救援のため義援金を募集いたします    
 

 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震では、非常に多くの死者・行方不明者が出るなど、

甚大な被害が発生しています。 

 そこで、柏崎マリーナ関係団体合同にて、中越大震災や中越沖地震の被災経験のある施設として、被災者

の救援のために、下記のとおり義援金を募ることといたしましたので、ご協力いただける方はよろしくお願

い申し上げます。 
 

１．募集期間    平成２３年５月９日(日）まで（延長する場合もあります。） 

２．義援金の提供    新潟県等が行う義援金募集を経由し、被災県に提供いたします。 

３．募集方法    マリーナ窓口に義援金箱を設置いたします。 

              その他の方法でご協力いただける方はマリーナまでお申し出ください。 

 

 柏崎マリーナオーナーズクラブ    柏崎マリン無線組合 

柏崎外洋ヨットクラブ            新潟県柏崎マリーナ 
    
    
    
 
 
 
■■■■シーズン前の自主点検についてシーズン前の自主点検についてシーズン前の自主点検についてシーズン前の自主点検について        
  

 季節も段々と春の陽気となり屋外でも動きやすい時節となってまいりました。 

すでに本格的シーズンに向けてあれこれ思いを巡らせていることと思いますが、出港前には必ず船の状態

や装備品、各部作動、油脂類の給油や量を確認されることをお勧めいたします。 

 特に前回の出港から数ヶ月ぶりの出港という方も多いことと思いますが、昨年同様マリーナ構内も除雪を

必要とする積雪がありましたので、雪の重みによる破損や雪融け水が船内に溜まっているケースが想定され

ます。また、シーズン初めによく見られるトラブルとして「バッテリー放電、劣化、腐食による可動部の固

着」などは特に注意が必要です。 
→次項へ続く→次項へ続く→次項へ続く→次項へ続く 

工場だより工場だより工場だより工場だより    
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『出港前点検・バッテリー充電』（有料）などをご希望される方はスタッフにお申し付けください。 

整備はできる限り皆様のご出港予定時期に合わせて行うつもりでおりますが、混み合う時季のため急なご

依頼や、点検修理の内容によってはご希望に沿えない場合もございますのでご了承願います。 

 なお、『バッテリー充電』に関しましては、バッテリーの性質上、時間の経過と共に自然放電するものです

ので、点検したからといって出港時のエンジン始動をお約束するものではありません。 
    

『出港前点検『出港前点検『出港前点検『出港前点検ののののポイント』ポイント』ポイント』ポイント』    
 

・ エンジンオイルやクーラント(不凍液)の質と量 

・ 船底に溜まったビルジ（汚水）の排出 

・ エンジン始動と冷却水循環 

・ ドライブやプロペラなど動力伝達関連が正常に作動するか 

・ ハンドルなど舵取り装置が正常に作動するか 

・ ワイパーや航海灯など電装品が正常に作動するか 

・ バッテリーの補充電 ※バッテリーの使用経過年数が多いものは交換をお勧めします。 
 

【東北関東大震災に伴う影響】【東北関東大震災に伴う影響】【東北関東大震災に伴う影響】【東北関東大震災に伴う影響】    

今後、計画停電の実施や部品メーカーの生産流通過程における必要資材・部品・用品などの入荷遅れが懸

念されており、それによって修理作業にも影響が出て来る恐れがございます。 

スタッフ一同、利用者の皆様にはできる限りご迷惑のかからないよう鋭意努力いたしますので、ご理解と

ご協力を賜ります様お願い申し上げます。 

    
    
「海上でのトラブル報告」「海上でのトラブル報告」「海上でのトラブル報告」「海上でのトラブル報告」            （平成 22 年 4 月～平成 23 年 3 月） 

 

平成 22 年度の「海上でのトラブル」に対するマリーナ専用艇「米峰」の出動回数は 6666 回回回回    でした。 

柏崎マリーナでは、皆様の出港中に起きたトラブルに対し、依頼により専用艇で現地の海上へお伺いし、

点検させていただきます。（出張や点検に伴う費用は別途有料となります） 

海上には陸上と違い､道路もなければガソリンスタンドもありません。船は車とは違って風と潮流によりあ

っという間に流されてしまうため、エンジントラブルは即漂流エンジントラブルは即漂流エンジントラブルは即漂流エンジントラブルは即漂流へとつながります。 

トラブルを未然に防ぐためにも日頃の点検を励行してください。 

時期時期時期時期    出動出動出動出動時間時間時間時間    場所場所場所場所    トラブルの状況トラブルの状況トラブルの状況トラブルの状況    

22 年 

5 月上旬 

 

13：30

から 

14：00 

米山沖 

(水深 16.5m 付近) 

 

【状況】【状況】【状況】【状況】マリーナを出港後しばらくしてから突然エンジンが停止。

再始動を試みるもセルが回らずエンジンは始動せず。折しも北寄り

の風が吹いていた為アンカーを打ち、米峰の到着を待つ。 

【原因】【原因】【原因】【原因】前後進の切替をするクラッチの動作不安定による始動不良

と思われる。 

 

5 月下旬 

 

14：15

から 

15：15 

荒浜港沖 

（水深 18m 付近） 

【状況】【状況】【状況】【状況】レース参加中のヨットのステー（マストを支えるために張られた

ワイヤー）の一部が切れて帆走不能となる。波が高いことに加え、自

走能力も乏しいため、米峰にて曳航し帰港。  

【原因】【原因】【原因】【原因】以前よりセールを巻き取る装置の動きが悪く、レース中に

ウインチで強引に巻き続けた結果、金具が“ねじ切れた“様子。 

 

7 月上旬 

9：30 

から 

9：45 

マリーナ 

沖防波堤付近 

【状況】【状況】【状況】【状況】出港後、エンジンが吹け上がらなくなり、しばらくして完

全に停止。再始動を試みるも始動せず。米峰で曳航し帰港。 

【原因】【原因】【原因】【原因】燃料タンクに大量の水が混入したことによる燃焼不良。 

※給油口に鍵が付いているタイプの船は、鍵穴を塞いでいるゴムが劣化し

てくると雨水などが混入する恐れがありますので注意してください。 

 

→次項へ続く→次項へ続く→次項へ続く→次項へ続く 
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時期時期時期時期    出動出動出動出動時間時間時間時間    場所場所場所場所    トラブルの状況トラブルの状況トラブルの状況トラブルの状況    

7 月上旬 

6：30 

から 

8：30 

マリーナ沖 

（水深 130m） 

【状況】【状況】【状況】【状況】釣りの最中にエンジンが停止。再始動を試みるも始動せず。 

米峰で現地に向かい、曳航し帰港。 

【原因】【原因】【原因】【原因】“ヒューズ切れ”によるエンジンの始動不良。 

※ヒューズは「過電流などから回路を保護する」ため、ほとんどの動力船

に取り付けられています。ご自分の船のどこにヒューズがあるのかを把握

し、予備のヒューズを多めに船内に保管しておくことをお勧めいたします。 

7 月下旬 

14：00 

から 

15：00 

マリーナ 

入口付近 

（水深 6m） 

【状況】【状況】【状況】【状況】出港後、エンジンが吹け上がらなくなり、しばらくして完

全に停止。再始動を試みるも始動せず。米峰で曳航し帰港。 

【原因】【原因】【原因】【原因】燃料タンクに通じるコックが閉じていた為に“ガス欠”と

なってエンジンが停止した。 

※出港前の点検を励行し、安全・安心な航海をしてください。 

8 月下旬 

12：45 

から 

13：00 

マリーナ 

沖防波堤付近 

【状況】【状況】【状況】【状況】マリーナに帰港中、沖防波堤付近でエンジンが停止。再始

動を試みるも、始動せず。  

【原因】【原因】【原因】【原因】エンジン上部の亀裂からエンジン内部に海水が混入し、燃

焼不良を起こしたと思われる。 

    
※この報告は実際のトラブル内容を元にし、主に皆様にとって参考となる部分のみをご紹介させていただいているものです。 

 

 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（（（（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。 
    

【会費】【会費】【会費】【会費】年間 1,000 円 

    

【受付】【受付】【受付】【受付】柏崎マリーナ窓口もしくは 

    専用の郵便払込み用紙をご使用ください。 

 

 

 

 掲示板掲示板掲示板掲示板        
    

■■■■「第「第「第「第 3333 回柏崎マリーナ回柏崎マリーナ回柏崎マリーナ回柏崎マリーナ    マリンマリンマリンマリン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」実施中です！」実施中です！」実施中です！」実施中です！    
    

新潟県柏崎マリーナでは、柏崎マリーナオーナーズクラブ（KMOC）と共に、毎年写真コンテストを開催

しております。応募は一般の方・マリーナ会員様を問いません。 

 

『『『『日本海に沈む夕日、磯や浜での釣りの光景、ヨットやモーターボート上での一コマ日本海に沈む夕日、磯や浜での釣りの光景、ヨットやモーターボート上での一コマ日本海に沈む夕日、磯や浜での釣りの光景、ヨットやモーターボート上での一コマ日本海に沈む夕日、磯や浜での釣りの光景、ヨットやモーターボート上での一コマ』』』』など、見るなど、見るなど、見るなど、見る人人人人の心にの心にの心にの心に

残るベストショットをお待ちしております。残るベストショットをお待ちしております。残るベストショットをお待ちしております。残るベストショットをお待ちしております。 
 

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、前回（第 2 回）の入賞作品（12 点）をマリーナ管理棟 1 階の廊下に 1 年間展示させていただいて

おりますので、マリーナにお立ち寄りの際はぜひご覧ください。 

キス釣り大会（7 月） 年間大物賞（1 年間） 応急手当講習会（4 月） 


