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全国 B.M.C. Times
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。

内容:
• 例会のアイデア
• 総会報告

北から南から

例会のアイデア
いよいよ、創刊号の発行
に至りました。今回のテーマ
は例会のアイデアです。
各地区、勉強会や例会等
でプログラムに苦労している
ところもあるのではないでし
ょうか。
私の経験では、温泉のあ
るホテルで大衆演劇を見学
しての宿泊例会。若い人を
対象にしたパネルディスカッ
ション形式の例会。ゲストハ
ウスなど形態の違う会場で
の施設見学例会など。
婚礼件数の情報交換をし
ているところや、HRS の研修
に力を入れているところもあ

ります。
ただ集まって食事をしな
がら情報交換するだけでは
会員の減少に歯止めはかか
らないと思います。
やはり、一番人気がありそ
うなのは講演会ではないで
しょうか。
とは言っても、専門業者に
依頼するとかなり費用がか
かります。
我々B.M.C.の会員や先
輩の中には、東北 B.M.C.の
鈴木会長を始め、非常に雄
弁な方がたくさんいらっしゃ
います。会友の山岡様もい
ろいろとネタを持っています

し、私も、話すことは大好き
です。
是非、そういった仲間を上
手く利用していただいては
いかがでしょう。
ここで勝手に言いますが、
基本的に講演料はタダ。交
通費のみ用意していだけれ
ば全国どこでも飛んでいくは
ずです。
この条件で講師を受けて
下さる方がいらっしゃいまし
たら、是非ご紹介下さい。
（以上）

• 大阪ＢＭＣ

総会報告
編集後記

1 月 25 日、全国 B.M.C.総
会が、神戸ポートピアホテル
に於いて開催されました。
ホスト役の大阪 B.M.C.の皆
さまありがとうございます。
1. 会長挨拶
行動方針、「Do it」＝実
行
運営方針
① 会員増強
増やす前に減らさ
ないために、会報
誌を発行（伊藤）、
白書の継続（宮本）
② 若手コンペティショ
ンの継続（吉田）

③ 認知度の向上
他団体との有益な
交流活動（川本）
④ 会則の見直し（齊
藤）
⑤ 会費の効果的運用
（黒柳）
2. 平成 22 年度会計報告
全員の承認を得ました。
3. 平成 23 年度予算案
全員の承認を得ました。
4. 平成 23 年度事業計画
① 「料飲業界の元気
を出す集い」が 2
月 22 日ホテルオ
ークラ東京に於い
て開催されます。

② 第 2 回「若手コンペ
ティション」は、四
国で開催の予定。
③ B.M.C.白書の継続
について
本年度も引き続き
継続いたします。
5. 平成 23 年度夏期研修
会開催会場・日程につ
いて
夏期研修会は、7 月 7
日、四国 B.M.C.がホス
トになり、ホテルクレメン
ト徳島で開催に決定い
たしました。
（以上）

北から南から
大阪Ｂ.Ｍ.Ｃ.
全国 B.M.C.Times の創
刊に際し、大阪 B.M.C.が初
めに投稿できます事を、誠
にありがたく光栄に存じま
す。
大阪 B.M.C.は、1974 年
（S49 年）に発足いたしまし
て、本年で 37 年目を迎えて
おります。発足当初は、大
阪・神戸・京都・滋賀・奈良・
和歌山と広域な地区組織で
したが、1993 年（H5 年）に、
京滋奈 B.M.C.が発足され、

現在は大阪・神戸・和歌山
で 40 社の企業が加盟して
いる地区組織です。
同じバンケット部門でも宴
会予約部門、いわゆる宴会
予約担当者やブライダル担
当者が主に参加し、勉強会
もそれに合わせた新人研
修・管理職研修・そしてグル
ープディスカッションなどを
行い、年々若い女性スタッフ
の例会参加が増えて来てお
ります。
そして、参画企業の婚礼
受注件数（昨年対比も含め）

を、２カ月に１度一覧表で開
示し、ブライダルの情報交換
の特色が強い組織です。
あまりにも好評なので、例
会の一例を記しますと、毎年
恒例で実施している、５月例
会の新人育成研修例会で、
田中清寛様（元リーガロイヤ
ルホテルブライダル支配人）
に「プロのサービスと接客
術」という演台の講演を続け
て頂いております。
これは、毎年、同じ内容の
お話をして頂けるのですが、
初めて参加した方は勿論の

このようにライバルといわ
れているホテルどうしが、本
来一番重要なお客様をライ
バル視し、同じ団体の一員
として勉強や情報交換を行
い、『勉強する集団』として、
その情報を基にそれぞれの
参画企業が価値を創造し、
業界発展の為に寄与してい
る集団です。
結びに、私共、大阪
B.M.C.も、全国 B.M.C.伊藤
会長の本年の行動目標「Do
it」＝「実行」の精神で皆様と
同じ「ＢＥＮＣＨ」（長椅子、

バンケットの語源）に座って
これからも学んで行きたいと
思います。

また、2 月 22 日から 25
日まで東京ビッグサイトで国
際ホテルレストランショーが
開催されます。
1 回の出張で 2 つの用事
を済ますことができます。
ぜひご参加ください。

7 月・・・四国
8 月・・・東京
9 月・・・京滋奈
10 月・・・中国
11 月・・・九州
12 月・・・名古屋
1 月・・・北陸

■北から南からの予定
2 月・・・大阪（今回掲載）
3 月・・・東北（次回予定）
４月・・・広島
5 月・・・北海道
6 月・・・沖縄

ということで、東北の鈴木
会長、原稿をお待ちしており
ます。
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事、毎年聞いている参加者
も、講演を聞いて初心に戻
り、お客様へ感動のおもて
なしをする事が如何に大事
かを思い知らされます。
例えば、[ある空港のスタ
ッフが行なったサービスに対
しお客様が感動されたお話
なども出て来ます]これは涙
を堪えきれないくらい感動し
ます。
このお話を聞きたい方、ご興
味のある皆様、大阪 B.M.C.
５月例会にご参会を！

大阪 B.M.C.
会長 岡山 茂成

編集後記
第 1 回目の寄稿を快くお
引き受けいただきました大
阪 B.M.C.岡山会長、自慢
たっぷりの紹介ありがとうご
ざいます。
文中に登場の「田中清
寛」さんは、仏さまのような方
で私も尊敬する大先輩の一
人です。ぜひ例会に参加し
て公演を聴いてください。
22 日は「料飲業界の元気
を出す集い」があります。

