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 お知らせ  
 

■消費税率改定に伴う利用料金について 
 

令和元年 10 月 1 日から消費税率が改定されました。 

当マリーナも、これに伴い消費税率分について改定いたしましたので、悪しからずご了承のほどお願い申

し上げます。なお、一部コイン式シャワーや給電料金等につきましては、税込み金額を据え置きといたしま

す。 

詳しくは、柏崎マリーナホームページ「年間艇置利用料及び施設利用料」のページをご覧いただくか、マ

リーナまでお問い合わせください。 
 

■年末年始の定休日について 
  

年末年始にあたる令和元年 12 月 30 日（月）から令和 2 年 1 月 3 日（金）までは、柏崎マリーナの 

定休日とさせていただきます。 新年は 1 月 4 日（土）からの営業となりますので、よろしくお願いいた

します。 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！ 
  

１1 月 16 日（土）、毎年恒例となりました、マリーナの会員懇親会（納会）を開催いたします。 

詳しい内容につきましては、同封の案内文書をご確認ください。 

会場の都合により定員がございますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。 

 

■マリーナ港湾施設の調査点検実施のお知らせ 
 

このたび、下記日程で柏崎マリーナの防波堤及び桟橋の調査・点検作業を実施いたします。 

   期間中は、施設内に作業員や潜水士などが出入りするほか、潜水機材等により足元が悪くなる場所も出

て参ります。 

安全のため現場係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。 

【日 程】 令和元年 10 月 21 日（月）から 10 月 31 日（木）まで（※実施日は天候による。） 

【時 間】 午前 6 時 30 分から午後 5 時頃まで  

【内 容】 マリーナ西防波堤および小型・大型桟橋の目視調査と潜水調査 
 

■「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 年で、期限までに講習を受講することにより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受講下さい。  

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。 
 

【今後の講習日程】      【料 金】更新講習： 9,000 円 

令和元年 12 月 8 日（日）         失効講習：15,500 円 

令和 2 年  3 月 1 日（日）   【時 間】午前９時受付開始（更新：約１.5 時間、失効：約２.5 時間） 

※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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■キス釣り大会の開催について 
 

7 月 21 日（日）に開催を予定しておりました「キス釣り大会」は、台風 5 号の接近にともなう影響を考

慮し、中止といたしました。来年度も同様の大会を計画しておりますので、多くの皆様のご参加をお待ちし

ております。 
 

■マリンスポーツフェスタの開催について 
 

7 月 28 日に開催を予定しておりましたマリンスポーツフェスタ（体験乗船会）は、台風 6 号通過の 

影響による「雨と風」が強まることが予想されたため、参加者の安全確保の面を踏まえて実施を中止とさせ

ていただきました。 
 
■マリーナの施設見学の実施 
  

柏崎マリーナでは、おもに市内外の幼稚園や小中学校の皆さんを対象とした施設見学を実施しています。 

これまでに遠足や総合学習の時間などでたくさんの子供たちがマリーナに施設見学に訪れてくれました。 

子供たちには、普段接する機会のないマリーナ内のモーターボートやヨットを間近に見てもらいながら、

マリーナの果たす役割や、職員の仕事内容の説明などをしています。 

保育園や幼稚園、小・中学校に限らず、町内会や PTA などマリーナの施設見学にご興味のある方はぜひ

お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

■第 2 級海上特殊無線技士養成講習会 開催のご案内 
 

このたび、国際 VHF 等を使用する際に必要となる海上特殊無線技士（二級）の養成講習会が新潟県上越

市で開催されます。 

現在、海上特殊無線技士（三級）をお持ちの方のうち、マイボートに出力２５W の無線機の設置を検討

されている方や、免許がなく新たに出力 25W の無線機の設置をお考えの方は取得の必要があります。 

なお、今回の養成講習会は国家試験が免除となっておりますが、講習最終日に行われる修了試験には合格

する必要があります。 

この講習は定員がございますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。 

詳細は以下の通りです。 

【日 程】 令和元年 12 月 14 日（土）、15 日（日）の 2 日間 

 【時 間】 両日とも午前 9 時 15 分から 18 時頃まで（午前 9 時開場） 

 【会 場】 上越観光物産センター会議室 上越市藤野新田 175-1（リージョンプラザ上越となり） 

 【定 員】 40 名 

 【費 用】 15 名以上で 36,000 円（10 名～14 名では 39,000 円になります。） 

 【必要書類】 申込書、写真 3 枚（縦 30 ㎜×横 24 ㎜、無帽・正面・無背景・胸から上で頭上 2 ㎜の余白）、

【住 民 票】（個人番号なし）、無線従事者免許証があればそのコピー 

 【主 催】 柏崎マリン無線組合、上越マリン無線組合 

 【実施機関】 公益財団法人 日本無線協会信越支部（受託型養成課程） 

【募集窓口】 新潟県柏崎マリーナ（新潟県柏崎市東の輪町 8-18 0257-21-1255 火曜定休） 
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工場だより  
 

毎度、修理工場のご利用とご支援ご協力をいただきましてありがとうございます。 

春、夏と慌ただしく過ぎ去り気付けば季節は変わり、ようやく一息つける頃とはなりましたが修理・艤装

のご依頼が途切れず有り修理工場スタッフ一同感謝しております。 

夏季ハイシーズン中は何かと行き届かない処もありご不自由をお掛け致しましたことお詫び申し上げます。 
 

■修理工場へ電話を頂く方へ 

皆様から修理工場へお電話を頂いた場合、工場スタッフが対応させて頂いております。 

作業中でも手を止め電話に出る様にしておりますが、船上や船内での作業中やどうしても手が離せない状

況などにより『すぐ出られない・受話器を取ったが間に合わなかった』などの状況が多くありますので電

話の呼び出しコールを長くして頂くか、少しお時間が経つてからお掛け直し頂けます様お願いいたします。 
 

■部品供給不可について 

長年ご使用いただく艇体や機関の修理補給部品において発注先より『部品供給不可です』の返事が返っ

てくることが以前に比べ多くなっております。 

部品供給不可とは、メーカーが部品製造を終え在庫も無いことを意味しており修理に必要な部品を入手

することができません。 

そのような場合、他の部品流用や中古部品などで何とか対応できておりますが最悪修理できない恐れが

想定される事例も発生しております。 

厳しい環境下で使用している為、不具合発生を無くすことは難しいのですが、今後も長くご使用いただ

くにはハッチ飛散に因る紛失防止・保守整備など日頃の管理が大切と思われます。 
 

■風雪に因る破損を防ぐ為に 

例年、雪解け水の侵入・ハッチ類の飛散・船カバー・オーニング・スパンカーなど破損が発生しており

ます。 

必要に応じ船底ドレンの開放・強風で開いたり、バタ付く恐れの有るものしっかり固定・場合により取

り外すなどの準備が必要です。 

カバー類の製作修理・ハッチロック類の交換修理なども行いますが、時間を要するものもありますので

必要な方はお早めにお聞かせください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
告知コーナー ※マリーナの各クラブからの告知をご紹介するスペースです。 

 
■「K.M.O.C（柏崎マリーナオーナーズクラブ）総会」のご案内 

 

11 月 16 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シーユース雷音で、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。（※懇親会の詳しい内容については、同封の案内文書をご確認ください。） 

時間は、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」授賞式、「マリンフォトコンテスト」入賞作品紹介も会の中で執り行います。 
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■「柏崎マリーナ長岡会」より忘年会のお知らせ 
 

柏崎マリーナを利用されている皆様の中で、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：令和元年１１月２３日(土) 18 時より 

■会場：壱勢 長岡店（長岡市坂之上町 1-3-21 セントラルビル 2F 

℡050-5852-0973） 

■会費：５，０００円（当日徴収） 

■申込先：幹事 藤原大記 電話番号：090-5500-5072 

■締め切り：11 月 3 日（日）まで 
 
 掲示板  
 
■冬期整備を開始します。 

 １１月中旬頃より冬季点検整備（希望者のみ）の開始を予定します。 

整備を希望される方は修理スタッフまでお知らせください。 

過酷な環境下で楽しませてくれた愛艇が,今後も快適にご使用いただける  

為には定期的な保守整備をお勧めいたしております。 

場合により当方より確認等のご連絡・相談をさせて頂く場合もございます     

が何卒宜しくお願い申し上げます。 

点検・整備の時期に関しましては、できる限り個々のご要望にお答えした 

いと考えてはおりますが、並行して既にご依頼を受けた修理などの船も緊急 

性の高いものから取り掛かっておりますので、時間的にお待ちいただくケースもありますことを予めご了

承ください。 

 

■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。 作業内容はベアリングへのグリスアップがメインで、キャスター内に浸入した海水の

排出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。（仕上げに防錆塗装もしています。） 

 

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。 

消耗品とは言え、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、

マリーナでのメンテナンスをご希望の方は、お早めにお申し出ください。（翌年以降、特にお申し出がな

い限りは毎年作業をさせていただいております。） 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

① 取り外し・錆落し    ② グリスアップ    ③ 防錆塗装       ④ 完成・取付け 


