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お知らせ
■年末年始の
年末年始の休港日について
年末年始にあたる平成
平成 26 年 12 月 30 日（火
日（火）から平成２7
）から平成２7 年 1 月２日（金
月２日（金）までの間はマリーナの
までの間は
休港日となります。新年は 1 月 3 日（土
日（土）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！
来たる１
１1 月 29 日（土
日（土）１８：３０より、毎年恒例の「マリーナ会員懇親会」を開催します。
）１８：３０
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。

■「小型船舶操縦免許
小型船舶操縦免許証
操縦免許証」更新･失効講習会
」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 26 年度の講習日程】

【料

金】更新講習： 8,500 円
失効講習：15,000
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）

平成 26 年 12 月 7 日（日
日（日）
平成 27 年 3 月 1 日（日
日（日）

■「進級講習
■「進級講習会
進級講習会のご案内」
このたび柏崎マリーナにおきまして、2 級小型船舶操縦士免許をお持ちの方を対象にした 1 級への進級
講習会を開催いたします。講習は 2 日間の学科のみとなっておりますので、この機会にぜひ受講くださ
い。 必要書類の提出期限は 11 月 5 日となっております。また、定員もございますので、お申し込みは
お早めにお願いいたします。

■「体験乗船会
体験乗船会」を
乗船会」を開催いたし
」を開催いたしました！
開催いたしました！
7 月 28 日（月）、「2014 柏崎マリンスポーツフェスタ（体験乗船会）」を開催いたしました。
このイベントは夏休み期間中のこの時期、「広く一般の皆様方にもマリンレジャーに親しんでいただきた
い」ということで、国土交通省、新潟県、柏崎市、柏崎港利用促進協議会などの後援により、新潟県柏崎
マリーナ、柏崎マリーナオーナーズクラブ、柏崎外洋ヨットクラブが毎年実施している体験乗船会です。
新潟県柏崎マリーナでは、来年以降も同様に乗船会を実施したいと考えておりますので、大勢の皆様のご
参加をお待ちしております。
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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!
8 月 9 日（土）、柏崎マリーナオーナーズクラブ、柏崎外洋ヨットクラブとの共催イベント「マリーナフ
ェスティバル（夏季会員懇親会）」を開催いたしました。
当日は台風 11 号接近の影響もあって雨に降られながらの開催となってしまいましたが、幸い管理棟ロビ
ーと屋外休憩スペースをうまく利用して、無事フェスティバルを開催することができました。
今回はマリーナ初となるジャズバンドの生演奏に耳を傾けながら、炭焼きステーキとビュッフェスタイル
のオードブル、そして生ビールをいただきました。

工場だより

（寒冷時期保管前メンテナンスについて）
寒冷時期保管前メンテナンスについて）

寒さが気になる時節になり保管に関するご相談や定期メンテナンスに関する部品交換などについて、ご相
談を頂く件数が増えてまいりました。
例年、悪天候による外装品破損や長期保管で可動部が固着するなどの不具合が発生しておりますので、冬
期間の長い間乗らずに保管する場合には、船体や外装品保護対策と操縦装置や機関部に気配りをお願いい
たします。わずかな手間が大きな損傷を防ぐ事につながります。

【損傷不具合事例と対策】
損傷不具合事例と対策】
■オーニング・スパンカー・カバー類など布製品が強風により損傷した。巻く・折りたたむ等収納を行い、
風の影響を受けにくい形で固定しましょう。ほつれ、破れの有る場合は小さい内に補修を行いましょう！
■ハッチ類が飛ばされ破損した（大きなハッチでも飛びます）。ロック・ヒンジ類が破損している場合は交
換が必要です。

■エンジンルーム・キャビン内に大量の雨水（雪解け水）が溜まっていた。
インスペクションハッチ・窓など破損箇所やシーリング劣化による剥がれ隙間が無いか確認しましょう！
また、必要に応じ排出口ドレンコックを開放しておきましょう。
■ステアリングやリモコンレバーが固着して動かない。
露出する可動部や操作部へ注油、グリスアップは済んでいますか？

以上は、ほんの一例です。いつまでも調子良く長持ちさせるには気象状況や船に合わせた適正な保護対策
をお願い致します。
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特 集
■マリーナ所属艇
マリーナ所属艇の
所属艇の事故から学ぶべきこと…
事故から学ぶべきこと…。
本年７月、マリーナ所属艇の船長と乗船者２名が柏崎沖合の水深 200m の海域で釣りをしていたところ、
乗船者のうちの一人が落水し、足をプロペラに接触させるという事故が起きてしまいました。
乗船者のうちの一人が落水し、足をプロペラに接触させるという事故
幸い、けがの程度は軽傷で済んだ模様ですが、一歩間違えれば死亡事故にも繋がりかねない出来事でした。
これは決して他人ごとではなく、船で海に出る以上事故は誰にでも起こり得るものです。
遊びの世界とはいえ、皆様も小型船舶の船長として免許を所持している以上、どのような状況下でも常に
安全に対する意識を高く持つという事は船長として一番大事な資質の一つといえるのではないでしょうか。
海で安全に楽しく遊ぶためには、守らなければならないルールの他にもう一つ大事なことがあります。
それは、良識ある小型船舶操縦者（船長）としての意識です。
海の世界には昔から「グッドシーマンシップ」
「グッドシーマンシップ」という言葉があります。
「グッドシーマンシップ」
自然相手の海の世界において、ルールだけでは判断できない事態に遭遇したときこそ、船長としての力量
が試されるものです。
操船技術だけではなく、
他の乗船者や相手船、または船舶所有者の立場に立った行動ができるかどうかが、
良き船長であるかどうかの一つの目安となります。
いたずらに不安をあおったり、相手（乗船者・相手船・船舶所有者）に無関心であったり、自分勝手な行
動をしたりする船長は、いつか重大な事故を起こす
いつか重大な事故を起こすものです。
いつか重大な事故を起こす
利用者の皆様も、もう一度初心に帰って安全に対する意識を再確認してみてください。

告知コーナー（マリーナの利用者で構成されたクラブからの告知をご紹介するスペースです。）
■「KMOC（
KMOC（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」のご案内
11 月 29 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、18
18 時 15 分から 18 時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
３０分まで
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、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」
「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。
年間大物賞」および「マリンフォトコンテスト」
「マリンフォトコンテスト」
（
「第 10 回年間大物賞」
「第 6 回マリンフォトコンテスト」の締め切りは 11/7
）
回年間大物賞」の締め切りは 11/27
11/27、
11/7 です。
です。

■「柏崎マリーナ長岡人会
「柏崎マリーナ長岡人会」より
人会」より忘年会の
」より忘年会のお知らせ
忘年会のお知らせ
柏崎マリーナを利用されている皆様の中で、主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
忘年会”を開催しております。
忘年会
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２６年１１月２３日(日) 午後６時～午後８時頃まで
■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：幹事のトレバリー号まで
■電話番号：
■締め切り：11 月 9 日（日）
3

掲示板
■マリーナのホームページをリニューアルしました！！
日々の気象情報や釣果情報など、おかげさまで多くの皆様にご愛顧いただいておりますマリーナのホーム
ページですが、以前よりも使いやすく、きめ細やかな内容にすべく、本年 8 月 7 日に全面的にリニューア
ルをいたしました。 おもな特徴としましては、最近普及が進んでいるスマートフォンでも快適にご覧いた
だけるようなりましたし、フェイスブックやツイッターなどの SNS との連携もしておりますので、マリ
ーナからの情報をリアルタイムでご覧いただくことが出来ます。また、マリーナ職員が書く「スタッフブ
ログ」も利用者の皆様に好評です！ 今後ともよろしくお願いいたします。

■「第 6 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！
今回で 6 回目の開催となる「マリンフォトコンテスト」ですが、本年 11 月 7 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、柏崎
市内で撮影されたものでしたらどのような作品でも結構ですので、お気軽にご応募下さい！
※詳細はマリーナのホームページをご覧ください。

■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。船の点検・整備をご希望される方はマリーナまでお申し込み下さい。

■船台のキャスターメンテナンスについて
これからの時期、マリーナでは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。 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の入替え・補充です。
キャスターは最低でも年に１回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、船台を移動できない状態になってしまいます。マリーナではグリスアップと同時にサビ・汚れ落
としを行い、仕上げに防錆塗装を行なっており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。マリーナでのメンテナンスをご希望の方は、お早めにお申し込みく
ださい。
左記工程で以下の料金です。（税別）
●65mm 幅まで

4 輪：4,000 円

●90mm 幅まで

4 輪：5,000 円

●90mm 幅まで

8 輪：10,000 円

※その他のサイズについては大きさ

①取外し・錆落し

②グリスアップ

③防錆塗装

④完成・取付け
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に応じます。

