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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。
（カラー版でより見やすくなっています。）

お知らせ
■専用利用料のお支払い
専用利用料のお支払いについて
専用利用者の皆様方へ平成25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(月)まで）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」
により保管料金の6％を還元いたしますので、キャッシュバック方式
キャッシュバック方式か前受金
キャッシュバック方式 前受金お
前受金お預り方式のいずれかをご選
預り方式
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お預り方式とさせていただきます。

■平成2
平成25年度ウインチ上下架料金について
平成25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15日（月）までにマリーナへお申し出ください。
特にご連絡がなければ、年会費制の方については 4 月末頃に請求書を発送させていただきます。

■利用者アンケートについて
2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」
「柏崎マリーナ利用者アンケート調査」では、多くの利用者の皆様方に
「柏崎マリーナ利用者アンケート調査」
ご協力を賜りました。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皆様
大型桟橋をご利用の皆様へ「共同下架」のご案内
皆様へ「共同下架」のご案内
4 月 20 日（土
日（土）、4 月 29 日（月
日（月）の 2 日間の日程で、大型桟橋艇の共同下架の実施を予定しております｡
毎年 4 月と 11 月に行われる「
「共同上下架」
共同上下架」は、大型桟橋をご利用の皆様に共同で作業を行っていただくこ
とにより、通常よりも安価な料金で船を上下架できるサービスです。
ご利用になる方は、事前に船の整備をお済ませいただき、お早めにマリーナまでお申込みください。

■安全祈願祭を
■安全祈願祭を開催いたします
開催いたします

下記の日程で、マリーナ保管艇の「
「安全祈願祭」
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、お早めにお申し込みください。

【日
【場
【内
【申
【主

時】
所】
容】
込】
催】

４月２0 日（土）午前 8 時 20 分から（３０分程度）
柏崎マリーナ駐車場にて
おんたけさん
御嶽山神社によるご祈祷・お祓い
新潟県柏崎マリーナ（0257-21-1255）
柏崎マリーナオーナーズクラブ、柏崎外洋ヨットクラブ、新潟県柏崎マリーナ
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■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、他の利用者から見れば迷惑に感じる行為もあり
ますので、今一度利用ルールを読み返していただき、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。
【許可されていない船舶等
【許可されていない船舶等について】
船舶等について】
“許可されていない船舶等”（
許可されていない船舶等”（水上バイク
船舶等”（水上バイクや
水上バイクやトレーラーなどの
トレーラーなどの船台※も含む）
船台 も含む）のマリーナ施設内への持ち込
も含む）
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。
【指定区域以外
【指定区域以外でのバーベキューや施設内での釣り行為】
以外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』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
釣り及び遊泳
遊泳は禁止します。（港内係留中の船に無断で乗り込み、そこから釣りを
釣り
遊泳
した形跡があった等の報告もありました。）
・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】
利用ルール内の『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。
『航行上の注意事項』
・船長は、船の出入港時に十分速力を落とし、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
さないように努めてください。（特に夏季は係留中の船内に人が乗っていることが多く危険です！）
※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、オーナーをはじめメンバーの皆様は十分にご注意ください！

工場だより
■プロペラへの釣り糸絡みにご注意ください！！
皆様からご依頼を受けて行う冬期整備の作業の一つに、
「プロペラの脱着」があります。これは、プロペラと
プロペラシャフト付近に異常が無いか、またはプロペラに塩が付いたり腐食でシャフトに固着していないか
などを点検する目的で行っているのですが、今年は例年に比べてプロペラシャフト部に釣り糸が巻き付いた
ままの船が数多く見受けられました。
釣り糸が巻き付いたたまの状態で使用を続けると、摩擦熱によって液状化した釣り糸が、ギアボックス内に
と
海水が混入しないように密閉している部分（オイルシール）を融かしてしまいます。
その結果、ギアの潤滑不良や腐食・破損につながり、最悪の場合、航行不能に陥る事態となります。

プロペラを外して分かった糸絡み。
びっしりと巻き付いています！！

取り外した釣り糸。下の矢印のもの
は糸が融けて固まった状態。

ギアボックス内に海水が混入すると、このようにオイ
ルが白濁し、異常摩耗でギアの破損につながります。

海面には、比重の軽い釣り糸が漂っていることがありますし、釣りをしていればご自分で釣り糸をプロペラ
に絡めてしまうこともあるかと思いますので、釣り糸が絡んだことが分かった時点で出来る限り早く除去す
る事がトラブルを未然に防ぐポイントとなります。糸が絡んだことに気が付かなかった場合でも、帰港後上
架してプロペラを丁寧に目視点検することで、絡んだ糸を発見出来るケースもあります。
その際、一見して何もないように見えても内部には糸が残っている事も多いので、必要に応じてプロペラを
外して点検・除去を行うようにして下さい。
修理工場では、皆様に代わり出港前の点検整備を行っておりますので、ご希望される方はスタッフまでお
申し付けください。但し、点検修理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
添えない場合もございますのでご了承ください。
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「海上でのトラブル報告」

（平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月）

平成 24 年度のマリーナ所属艇の「海上でのトラブル」に対する専用艇の出動回数は 9 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、依頼によりマリーナ専用艇で現地の海上へ伺い、
出張点検をさせていただいております。
（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。また、船は車と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へとつながります。
エンジントラブルは即漂流
トラブルを未然に防ぐためにも、船長は日頃の自主点検を励行してください。
※これら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しているものです。

【状況】
「帰港しようとしたら前進ギアが入らなくなった！」

10：00
24 年

中の瀬
【原因】リモコンケーブルが経年劣化により切れていた。
【原因】

から
5 月上旬

(水深 130m)
13：00
【状況】
「冷却水の警報が鳴り止まない！」
13：30

7 月下旬

中の瀬

【原因】ドライブ前面にある“冷却水取り入れ口”から漂流
【原因】

(水深 320m)

していたビニール片を吸い込んでいたため、冷却水温度が上

から
15：30
昇し警報が鳴った。
【状況】
「北西の強風下、帰港中にエンジンが停止！再始動

8 月上旬

を試みるも始動せず。」

11：40

マリーナ沖防

から

波堤付近

【原因】強風に煽られ、自船のロープが海中に落ち、そのま
【原因】

12：10

(水深 8ｍ)

ま自船のプロペラに絡まりエンジンが停止した。再始動を試
みるもギアが前進に入っていたために始動しなかった。
【状況】
「移動しようとしたら前進ギアが入らなくなった！」

11：00
中の瀬
8 月中旬

【原因】操船席のリモコンボックスの固定用ビスに緩みがあ
【原因】

から
(水深 165m)
12：30

った為、リモコンケーブルが正常に作動しなかった。
【状況】
「ステアリングを回しても舵が動かない！」

9：55
8 月下旬

笠島沖

【原因】船外機付近のステアリング摺動部が錆等によって固
【原因】

(水深 12.5m)

着していたところへ、船外機をチルトアップした為に接続部

から
10：25
が外れ、舵が動かなくなった。
9：30

【状況】
「冷却水の警報が鳴りエンジンから白い煙が出た！」
マリーナ前

9 月上旬

【原因】冷却水経路の部品が腐蝕したことによる冷却水漏れ
【原因】

から
（水深 15ｍ）
10：00

が発生し、オーバーヒートにつながった。
【状況】
「船外に排出されるはずの冷却水が出て来ない!」

11：30
マリーナ沖
9 月上旬

【原因】インペラの経年劣化による破損により冷却水が十分
【原因】

から
（水深 30ｍ）
12：15

に循環しなかった。
【状況】
「日没直前、プロペラに漂流していたロープを絡め

16：40
青海川沖
11 月上旬

てしまい、身動きが取れなくなってしまった。」

から
（水深 35ｍ） 【原因】あたりは暗く、うねりも残る状況の中、運良く絡ん
【原因】
17：45
だロープをプロペラから除去することができた。
【状況】
「ステアリングが重く、思うように操縦できない！」

9：00
鯨波沖
12 月上旬

【原因】長年ステアリングが重い状況を放置していたことに
【原因】

から
（水深 20m）
9：30

より、ハンドル、ギアボックスが破損し、高額修理となった。
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告知コーナー
告知コーナー
■柏崎マリーナオーナーズクラブ（KMOC
■柏崎マリーナオーナーズクラブ（KMOC）会員募集中！
KMOC）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。（平成 24 年度会員数 116 名）
【 会
費 】年間 1,000 円
【 受
付 】柏崎マリーナ窓口
～KMOC の今後のおもな
「KMOC
の今後のおもなイベント予定～
おもなイベント予定～（詳しい日程はマリーナホームページ「
KMOC 年間活動計画」に掲載してあります）
年間活動計画」
※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、マリーナのホームページ等で直前の情報をご確
認下さい。

■年間大物賞
・対 象 魚：マダイ、アジ、カレイ、マリーナ特別賞の 4 部門
・期
間：平成 24 年 11 月 30 日～平成 25 年 11 月 28 日まで
・申請方法：マリーナの職員さんに検量および記録をお願いしてありますので、直接お声かけください。
■キス釣り大会
・開催日：8 月 4 日（日）
・時 間：午前 5 時から昼頃までを予定
■フォトコンテスト
・日本海に沈む夕日、磯や浜辺での光景、船上でのひとコマなど、見る者の心に残るベストショットをお
待ちしております。応募締切は 11 月 9 日（土）です。たくさんのご応募をお待ちしております。
■懇親会等の開催
・夏季にはマリーナ管理等周辺の屋外にて、生バンドを迎えて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」、「福引大会」等を催す懇親会を行います。
これらは柏崎マリーナ運営者と共催いたします。 また年末の懇親会の前には、オーナーズクラブの総会
も実施いたします。
■イベント等の実施・協力
・上記イベントのほか、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うなど様々なイベント
を実施しております。

掲示板
■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内
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 1 年前から受講が可能となっておりますので、期限を過ぎて失効することのないようお早めに
マリーナで講習を受講してください。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。※マリーナ以外で更新講習を受講された方はお手数ですがマリーナに新免許証のコピーを提出願います。
【今後の講習日程】
平成 25 年 5 月 12 日（日
日（日）
平成 25 年 7 月 8 日（月
日（月）
平成 25 年 9 月 8 日（日
日（日）
【料
金】 更新講習：８，５００円 失効講習：１５，０００円
【時
間】 午前９時受付開始（更新：約１時間、失効：約２時間）
【講習会場】 新潟県柏崎マリーナ 2 階会議室
4

