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新潟県柏崎マリーナ会報誌 

べ  い         ほ  う   
 

  

 

 

    お知らせお知らせお知らせお知らせ        
    

■■■■年末年始年末年始年末年始年末年始のののの休港日について休港日について休港日について休港日について    

  

年末年始にあたる平成平成平成平成 22224444 年年年年 11112222 月月月月 30303030 日（日（日（日（日日日日））））からからからから平成平成平成平成 22225555 年年年年 1111 月２日（月２日（月２日（月２日（水水水水））））までの間はまでの間はまでの間はまでの間はマリーナの

休港日となっておりますので、新年は 1111 月月月月 3333 日（日（日（日（木木木木））））からの営業となります。 

なお、年末年始は悪天候が続くことも多く、見回りも十分には行き届きませんので予めご了承ください。    

    

■「マリーナ会員懇親会」を開催します！■「マリーナ会員懇親会」を開催します！■「マリーナ会員懇親会」を開催します！■「マリーナ会員懇親会」を開催します！ 
  

来たる１１１１2222 月月月月 1111 日（土）１８：３０日（土）１８：３０日（土）１８：３０日（土）１８：３０より、毎年恒例の「マリーナ会員懇親会」を開催いたします。 

詳しい内容はマリーナのホームページや管理棟に掲示いたしますので、ご確認ください。 

ご家族・ご友人などお誘い合わせの上、大勢の皆様のご参加をお待ち申し上げております。 
 

■■■■「「「「小型船舶小型船舶小型船舶小型船舶操縦免許操縦免許操縦免許操縦免許証証証証」更新･失効講習」更新･失効講習」更新･失効講習」更新･失効講習会会会会開催のご案内開催のご案内開催のご案内開催のご案内 
  

柏崎マリーナではボート免許をお持ちの全ての皆様を対象に、更新･失効講習会を開催しております。 

免許の有効期間は 5 年となっており、講習を受講することによって免許を更新することができます。 

講習は期限の一年前から受講可能ですので、期限を過ぎて失効することのないようお早めにマリーナで 

ご受講ください。詳しい内容は、マリーナのホームページをご覧いただくかお電話にてお問い合せ下さい。 

 

【平成 24 年度の講習日程】    【料 金】更新講習：8,5008,5008,5008,500 円円円円   

平成平成平成平成 24242424 年年年年 10101010 月月月月 27272727 日（日（日（日（土土土土））））       失効講習：15,00015,00015,00015,000 円円円円 

平成平成平成平成 24242424 年年年年 12121212 月月月月    9999 日（日（日（日（日日日日））））        【時 間】午前９時受付開始（更新：約１時間、失効：約２時間）    

平成平成平成平成 25252525 年年年年    3333 月月月月    3333 日（日（日（日（日日日日））））  【講習会場】新潟県柏崎マリーナ 2 階会議室    

 

■■■■「「「「体験体験体験体験乗船会乗船会乗船会乗船会」を」を」を」を開催いたし開催いたし開催いたし開催いたしました！ました！ました！ました！ 
 

去る、7 月 30 日（月）、8 月 26 日（日）の 2 日間、「柏崎マリンスポーツフェスタ 体験乗船会」が柏

崎マリーナを会場に開催されました。 

うだるような暑さの中、ボランティアでご協力くださったオーナーの皆様のおかげを持ちまして、当日は

多くの一般の皆様方にモーターボートやヨットを体験していただくことができました。（2 日間の合計で

178 名） 

夏休み期間中ということもあってお子様連れでの参加者も多く見られ、子供たちにとっても良い思い出に

なったのではないでしょうか。 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

※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。 

1 回目となる 7 月の乗船会は親子

限定だったこともあり、大勢の子

供さんが乗船しました。 

オーナーの皆様には、何から何

までご尽力いただき、誠にあり

がとうございました。 

当日は海面も穏やかで、美しい

柏崎の海岸線を満喫していた

だけたのではないでしょうか。 

今後もできる限りこのような

機会を増やしていきたいと考

えております。 
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■「マリーナフェスティバル（夏季会員懇親会）」を開催しました■「マリーナフェスティバル（夏季会員懇親会）」を開催しました■「マリーナフェスティバル（夏季会員懇親会）」を開催しました■「マリーナフェスティバル（夏季会員懇親会）」を開催しました!!!!        

    

 去る８月 4 日（土）の夕方から夜の時間帯にかけて、「マリーナフェスティバル 2012（夏季会員懇親会）」

を開催いたしました。 

当日は 98 名（職員・バンドを除く）の皆様にご参加いただき、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、皆様大いに楽しんでいただけたようです。 

今回の夏の懇親会は、冬の懇親会と同様に今後も毎年恒例の行事として実施していく予定でおります。 

同じマリーナで遊ぶ仲間として、このように一同に会する機会はなかなかないものです。我々も皆様の懇

親の場としてご活用いただければ幸いと思っておりますので、ご都合が宜しければ是非ご参加くださいま

すようお願いいたします。 

 

    

    

    

    

    
    工場だより工場だより工場だより工場だより     
 
昨年の大雪の影響もあってか、このところ船の積雪対策としてのカバー類の注文依頼のご相談が多くあり

ます。これからは強風、積雪によって外装品の破損が目立つ時節となって参りますので、「備えあれば憂い

なし」の言葉通り、わずかな損傷でも早い段階で処置（補修・補強・きちんと収納を施す等）することに

よって、悪天候が引き起こす船の損傷から愛艇を守ることができます。 

 

【強風や積雪などの【強風や積雪などの【強風や積雪などの【強風や積雪などの悪天候に悪天候に悪天候に悪天候によって引き起こされるよって引き起こされるよって引き起こされるよって引き起こされる損傷事例損傷事例損傷事例損傷事例】】】】    

・スパンカーやオーニングなどのカバー類等の布製品の破れ。 

・布製カバーとファスナーの縫い合せ箇所の破れ。 

・デッキ上ハッチの止め具やヒンジのガタにより蓋が飛ぶ、中身が飛散する。 

・雪の重みによる外装品類の変形、破損。 

ボートカバー等を新しく作る場合、形状や生地選定などのご要望に合わせ、ほと

んどが手作業での加工となる為に多くの手間と時間を必要とします。修理につい

ても脱着を必要とする場合、外している間に搭載品や機器が濡れたり飛ばされた

りしない様に天候の考慮や処置が必要なため、より多くの時間を要する場合があ

りますので、ご依頼・ご要望などございましたらお早めにご相談ください。 

    

■冬季整備を開始します■冬季整備を開始します■冬季整備を開始します■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） 

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

要ですので、整備をご希望される方はマリーナまでお知らせください。 

    

■■■■キャスターメンテナンスについてキャスターメンテナンスについてキャスターメンテナンスについてキャスターメンテナンスについて 
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で、キャスター内に浸入した海水の押し出しと、ベアリングの潤

滑に欠かせない耐水グリス補充を行っております。最低でも年に１度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、極端に寿命を縮める原因ともなります。 
消耗品とはい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、毎年

のメンテナンスをご希望の方はマリーナまでお申し込み下さい。    

お食事はオードブルや牛ステーキ

の炭火焼きなどが出されました。 

毎度お馴染みのバンドの皆様。

夏の夕暮れにぴったりのナンバ

ーが演奏されました。 

ご家族・お仲間のみなさんと生

ビールで乾杯!! 

きれいな夕陽をバックにご家族

で記念撮影!! 
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    利用者の活動状況利用者の活動状況利用者の活動状況利用者の活動状況    【マリーナ利用者からご投稿いただいた最近の活動状況のご紹介です。】 

    

■■■■23ft23ft23ft23ft モーターボートモーターボートモーターボートモーターボート“ソフィア““ソフィア““ソフィア““ソフィア“が北海道奥尻島まで長距離航海が北海道奥尻島まで長距離航海が北海道奥尻島まで長距離航海が北海道奥尻島まで長距離航海!!!!!!!!    

 

当マリーナに所属するモーターボート「SOPHIA（ソフィア）」のオーナー

が昨年の能登半島遠征に引き続き、今夏、北海道奥尻島へ行かれました。     

「釣り場を行き来するだけでは勿体ない。「釣り場を行き来するだけでは勿体ない。「釣り場を行き来するだけでは勿体ない。「釣り場を行き来するだけでは勿体ない。マイボートでマイボートでマイボートでマイボートでもっともっともっともっと遠く遠く遠く遠くまで旅がまで旅がまで旅がまで旅が

したいしたいしたいしたい！」！」！」！」そんな熱い気持ちに突き動かされ、マイボートと共に 2 度目の長

距離航海へと旅立ちました。 

平成 16 年の法改正で「沿岸小型船舶」が創設されたことにより、今では誰

でも特別な装備を持たずに長距離航海にチャレンジすることができる時代となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

航海の詳しい内容はホームページ「マイボート航海ひとり旅」（柏崎マリーナのリンク集でご紹介しています。）

をご覧ください。いつかは遠くへ一人旅に出たいと思っていた方には非常に参考となる内容です。 

【航海データ】航海日数１４日間（ 船内１０泊 ・ 旅館３泊 ）、航行距離１５８０ｋｍ、消費燃料７８０㍑ 

    

■■■■当マリーナきっての快速艇“当マリーナきっての快速艇“当マリーナきっての快速艇“当マリーナきっての快速艇“サンパワーサンパワーサンパワーサンパワー”「”「”「”「青函ヨットレース青函ヨットレース青函ヨットレース青函ヨットレース」」」」参加レポート参加レポート参加レポート参加レポート    

 

本年 7 月 17 日、当マリーナ所属のヨット「サンパワー」が青森～函館間のヨットレース「青函カップヨッ「青函カップヨッ「青函カップヨッ「青函カップヨッ

トレース」トレース」トレース」トレース」に出場されました。今年で 25 回目となる青函カップヨットレースですが、今回は国内から 16

艇、ロシアから 6艇の計 22艇が参加して開催されたそうです。 

青森セーリングクラブによると、このレースは奇数年に青森、偶数年に函館をスタートラインとして、毎年

7 月 20 日の「海の記念日」前後の週末に開催され、参加艇は北海道・青森・岩手・秋田、さらに近年は極

東ロシアからも集まる、北日本最大の外洋ヨットレースとのことです。 

 

サンパワーは、オーナーをはじめとした 6 名のクルーによってレースに参加。午前 9 時のスタートから途中

無風で思うように船が進まない中、およそ 19 時間かけて函館から青森までの道のりを走破し、翌日の午前

5 時過ぎにフィニッシュとなりました。 

結果の方は、着順 4位で最終的には修正 7位とファーストフィニッシュ（着順一位）を目指していたクルー

にとってはもう少し上位に行けたのではという思いもあったとは思いますが、はるばる新潟から遠征し、慣

れない海域でのレースで上位を走り、これだけの結果を出したのですから大健闘と言ってもいいのではない

でしょうか。 

レポートの詳細についてはマリーナのホームページで紹介しておりますのでぜひご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

    

スタート前のサンパワーの雄姿。 

クルーの皆さんの緊張感が伝わっ

てきます。 

23ft 船外機でも時期さえ間違

えなければ安全に遠くへ行く

ことが可能です。 

 

旅の楽しみの一つでもある地

元の方々との交流。 

広い海面をマイボートと共に疾

走する喜び！ 
ようやくたどり着いた奥尻島。まだ

見ぬ地への強い思いが船を島に導

いたようです。 

「柏崎外洋ヨットクラブ」が誇る

ベテランクルーの面々。 

津軽海峡では早い潮流と無風地帯

での帆走に苦労させられたそうで

す。 

レース前とレース後のレセプシ

ョンもヨットレース参加の楽し

みの一つです。 
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    告知コーナー告知コーナー告知コーナー告知コーナー（マリーナの利用者で構成されたクラブ等からの告知を紹介するスペースです。） 
    

■■■■「「「「KMOCKMOCKMOCKMOC（（（（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））））総会総会総会総会」」」」のご案内のご案内のご案内のご案内    

  

12 月 1 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３０分まで分から３０分まで分から３０分まで分から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、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います。 

（「第 8 回年間大物賞」の締め切りは 11/29、「第 4 回マリンフォトコンテスト」の締め切りは 11/9 です。） 

    

■■■■「柏崎マリーナ長岡「柏崎マリーナ長岡「柏崎マリーナ長岡「柏崎マリーナ長岡人会人会人会人会」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、おも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″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。 
 
■日時：平成２４年１１月２４日(土) 
■会場：和ダイニング 朔（さく） 

【長岡市東坂之上町 2-6-1】 

■会費：５，０００円（当日徴収）  
■申込先：事務局の村井(スバル号)まで 
■電話番号：--- ---- ---- 
■締め切り：11 月 10 日（土） 

    
    掲示板掲示板掲示板掲示板        

    

■■■■「第「第「第「第 4444 回回回回柏崎マリーナ・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 4 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 9999 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、新潟

県内で撮られたものでしたら、どのようなものでも結構です。お気に入りのものがございましたらぜひ  

この機会にご応募ください！（詳細についてはホームページをご覧ください。） 

 

◆作品テーマ◆作品テーマ◆作品テーマ◆作品テーマ    「柏崎マリーナおよび海」「柏崎マリーナおよび海」「柏崎マリーナおよび海」「柏崎マリーナおよび海」        

◆応募部門◆応募部門◆応募部門◆応募部門        1.1.1.1.    風景風景風景風景    2.2.2.2.    人物人物人物人物（スナップ・ポートレート）（スナップ・ポートレート）（スナップ・ポートレート）（スナップ・ポートレート）    

作品は審査の上、12 月 1 日の会員懇親会会場にて各賞の発表を行う予定です。（入賞者には事前に   

ご連絡させていただきます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

釣具店の商品券などが当たる福引 

大会のようす。 

毎年大勢の方々にご出席いただ

いております。 

懇親会々場で入選作品の発表が行

われます。 

入選作品は、一年間マリーナに展示

され、HPでも紹介されます。 

応募締め切り後、審査員が作品の選定

を行います。 


