
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容: 

 
• ウエディングシンポジ
ウム 2011 

 

• 全国 BMC若手コンペ
ティションに向けて 

 

北から南から 

 

• 東京ＢＭＣ 

 

 

 

編集後記 

全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.（全国宴会支配人協議会）からの月 1回の通信です。 

8月 16日（火）そごう横浜

店 9階の新都市ホールにお

いて、ウエディングシンポジ

ウム 2011が開催されます。

「これからの日本のウエディ

ング」と題し、基調スピーチ、

スペシャル対談、パネルディ

スカッションを行います。 

先日メールでご案内した

通り、全国 BMCは「協力」と

いう形で名を連ねています。

ウエディングシンポジウム 2011のご案内 

全国 B.M.C.若手コンペティションに向けて 
本来、夏期に実施予定で

ありました若手コンペティショ

ンは冬期、名古屋で実施す

ることに決まりました。私は、

このようなコンペティションや

コンテストに対してひとつの

思いを持っています。今回

はそれについて述べさせて

いただきます。それは、コン

テストは「牛の品評会」であ

るということ。どういうことかと

言うと、コンテストは参加する

選手が評価されるのではな

北から南から 

 

パネルディスカッションには

私もパネラーとして参加いた

します。事前打合せ、台本

無しなので、ハラハラドキド

キですが、BMCの名を広め

る良い機会と捉え、頑張って

喋ってきます。ホテルマンは

私の他にホテル日航東京の

本中野副総支配人が参加さ

れます。詳しくはウェブサイト

をご覧ください。 

http://www.wedding-

festa.jp/symposium/ 

シンポジウムの参加は 2,000

円、その後の懇親会は崎陽

軒で行われます。こちらの会

費は 7,000円です。 

 

全国 B.M.C.会長 

伊藤 保 

      （以上） 

く、選手を育てた先輩や上

司が評価される場であるべ

きだということです。出場した

部下（選手）に対して「残念

だったな。次回は頑張れよ」

などと他人事のように声を掛

ける上司が多すぎます。牛

の品評会の場合、牛には何

の責任もありません。牛を育

てた生産者が評価される場

だからです。我々の周りにあ

るコンテストも、部下を教育

した指導者が評価される場

として参加して欲しいと思い

ます。そして優勝したら選手

を誉めてあげましょう。指導

者も一緒に喜びましょう。自

分の指導が間違っていなか

ったのだと自信を持てばい

いでしょう。結果が思わしく

なかった時は、どこが悪かっ

たのかを反省し、選手に対

して謝りましょう。 

これこそが、信頼され尊敬

される上司だと思います。 

           伊藤 保 
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全国各地区 B.M.C.会員の皆

様、こんにちは東京 B.M.C.では

去る７月２７日(水)に、平成２３年

度期首総会を開催しました。会

場は、国際社交場として大正１１

年創業以来、歴史と伝統に培わ

れた本物の味を提供し続けてい

る東京會館です。東京會館を経

験し、新規ホテル開業ラッシュ時

期には多くの先輩たちを輩出し、

ホテルマンとなり各ホテルで活躍

し東京 B.M.C.の活動にも、大い

に貢献をした事は、ご存知の方も

多い事と思います。東京 B.M.C.

も、思い起こせば１９６７年に発足

以来、今期が第４５期となります。

東京オリンピック開催に向けてホ

テル建設ラッシュが続きオリンピ

ックも終わり一段落した頃から、

わずか数名のホテル宴会支配人

による情報交換会が、やがて業

界に知れ始め参加ホテルも増え

はじめ東京 B.M.C.の創立へと発

展した。と聞いております。当時

は、ホテル業界も横のつながりが

ほとんどなく B.M.C.の発足は画

期的であり且つ有意義なもので

あり、諸先輩方のご尽力とその功

績の大きさに改めて敬服すると

共に、東京 B.M.C.の今後、さら

なる発展と進化をするべく、その

伝統を継承しながら、発展を図り

たく志新たにさせられる特別な総

会となりました。東京 B.M.C.も会

員が増加しつづけ創立４０年の節

目の頃には会員企業が、８５社を

数える程に成長しておりました。し

かし、４５年目を迎え震災の直接

被害もさることながら、福島第一原

子力発電所事故による電力不足

による計画停電、放射能漏れによ

る直接被害や風評被害により日本

経済を大きくゆさぶり重大な岐路

に立たされている現状は皆様も同

様であると思います。 

http://www.wedding-festa.jp/symposium/
http://www.wedding-festa.jp/symposium/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リーマンショック（2008/09/15）以

降の世界的な経済不況、そこか

ら少しずつ、ゆっくりでは有るけ

れど回復の兆しが感じられるよう

になった翌年の政権交代により

回復の兆しも、とてもゆるやかに

なりました。そのころからでしょう

か、東京 B.M.C.会員の動きにも

少しずつ変化が現れ来た様に

思います。一時は、９０社へ手が

届くところまで会員が増加しまし

たがここ３～４年で減少傾向と、

休眠会員が見え始めるようにな

ってきました。 

私たち業界を取り巻く環境はとて

も厳しい状況下ではありますが、

諸先輩方が築いてこられた

B.M.C.をこれから先、５０年、６０

に行こう！』等、ＡＧ各社でバス

ツアー等企画し建設現場付近

を周遊しランチを食べるツアー

が盛んに催行され東京下町周

辺も活気を帯びてまいりました。

周辺のホテル等は高層階のレ

ストランや宴会場等のリニュー

アル工事をするなど絶好の観

光スポットを生かした商品造成

と集客をにらみ動きが活発にな

ってきております。現在、タワー

の内装工事、地上周辺施設の

整備と工事も進み来年２月末に

は竣工予定です。グランドオ

ープンは来年の５月２２日と

発表されました。東京スカイ

ツリー展望台の営業時間
は、８時～２２時(開業から１か年 

程度)入場料は、大人(１８歳以

この夏は例年以上に節電な

どの取組をされていると思い

ます。頑張ってこの暑い夏を

乗り切りましょう。 

７月 20日九州 BMCの納

涼例会に参加してきました。 

例会後のフレンドリーナイト

は 2,000円と財布に優しい会

費でした。その後別所会長等

に博多のラーメン屋さんに連

れていっていただきました。

「赤のれん節ちゃん」というお

全国 B.M.C. 
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年と継承していけるよう微力ながら

努力してまいりたいと考えておりま

す。 

さて、今総会におきまして今年

度の東京 B.M.C.の役員の改選が

なされました。 

第３５代会長 山浦 勉 (ホテルイ

ースト２１東京) 

副会長 土田 滋 (ホテルオーク

ラ東京) 

副会長 島崎 利彦 (ホテルラフ

ォーレ東京) 

事務局長 菅野 俊郎 (東京ドー

ムホテル) 

会計  高橋 文実也 (ホテルグラ

ンパシフィックＬＥ ＤＡＩＢＡ) 

運営委員 重松 幸夫 (横浜

ロイヤルパークホテル) 

運営委員 上田 龍二 (明
治記念館) 

顧問 渡辺 義久 (藤田観光㈱

椿山荘) 

顧問 船越 隆司 

顧問 宮本 明 (浅草ビューホ

テル) 

以上の、運営委員で当会を運

営してまいります。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 東京に

は、新たな観光資源として東京

スカイツリーが脚光を浴びており

ます。皆様ご存知とは思います

が、すでに、高さは６３４メートル

に達しており電波塔としては世

界一の高さです。建設途中か

ら、『今しか見ることが出来な

い、建設中のスカイツリーを見 

上)地上３５０Ｍの第一展望台

２，０００円、２，０００人収容(スタ

ッフ含む)、４５０Ｍの第二展望

台１，０００円、８００名収容(スタ

ッフ含む)とのことで発表されて

おります。 そして、地上部分は

東京スカイツリーを中心に西と

東のゾーンに東京スカイツリー

タウン『東京ソラマチ』が誕生い

たします。憩いの空間、学習機

能を兼ね備えた都市型水族

館、プラネタリウムを主体とした

最新鋭の多機能ドームシアター

をメインにファッション・雑貨や

食品・スイーツ、飲食などの新し

い下町のにぎわいを感じさせる

バラエティ豊かな専門店が、全

３１０店舗出店いたします。 ま

た、東ゾーンには次世代をリー

ドし新たなビジネスシーンを創

造するオフィス施設である東京

スカイツリーイーストタワーが完

成します。この東京スカイツリー

開業のカウントダウンイベント

等々の商機を、どのように自社

の集客に結び付けるか近隣の

ホテルをはじめ都内のホテルで

は商品開発と取込みと仕掛け

に余念がないのではないでしょ

うか？東京スカイツリーのグラン

ドオープンが首都圏の観光業

の業績回復に 

大いに貢献する事と期待してお

ります。 

 

東京 B.M.C. 

直前会長 宮本 明 

新会長  山浦 勉 

店で、九州独特の白く濁っ

た豚骨スープではなく、豚骨

ベースの醤油でした。麺は

手打ちのようで、九州は一

般的に 22番（1.36mm）以下

が多いのですが、このお店

は 20番（1.5mm）ぐらいでし

た。寝る前でしたので約 80g

の量はちょうど良かったで

す。ちなみに、行きは「さく

ら」帰りは「みずほ」に乗車し

ました。 

■北から南からの予定  

8月・・・東京（今回掲載） 

9月・・・京滋奈（次回掲載） 

10月・・・中国 

11月・・・九州 

12月・・・名古屋 

1月・・・北陸 

 

では、京滋奈の市川会長よ

ろしくお願いいたします。 

編集後記 
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