発行日：2012 年 6 月 9 日
第 17 号

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:
• 全 国 B.M.C. 役 員
会報告

• BIA 総会参加報告
• ブライダル産業フェ
ア

沖縄なぅ

全国 B.M.C.役員会報告
5 月 17 日、京都ホテルオ
ークラ が運営する「 粟田山
荘」にて全国 B.M.C.役員会
を開催しました。
７月の夏期会長会にむけ
ての確認事項が主な議題内
容でした。
1.新役員案 夏期会長会
に諮ることで確認しました。
2.次期役員案 役員改選
期であることの確認をしまし
た。会則に則り、夏期 会長
会で、時期会長を選出しま
す。
3.BMC ウェブサイトの運
営について 現在、メーリン

グリストも含め更新されてい
ない状況で、会員の皆さま
にご迷惑をかけている。早
急に解決し、夏期会長会に
於いて経過報告を出来るよ
うにする。
4. フェイスブックページ
の運営について 情報発信
及び認知度向上の為、取り
組むこととする。
5.BMC のセミナー講師派
遣制度について 今後継続
して検討することとした。
6.H25 年冬期総会開催地
及び H25 夏期研修会開催
地について 夏期会長会に
て議題として提出する予定。

その他、会計役より上期
会計明細が提出され説明さ
れました。
事務局長より、夏期研修
会の運営案の説明がなされ
ました。
また、今後地区周年行事
等への出来る限りの参加を
改めて確認しました。
以上、主な議題の報告で
す。詳細については、夏期
会長会に於いて発表しま
す。
全国 B.M.C.会長
伊藤 保

• 沖縄 B.M.C.

BIA 総会参加報告
編集後記

6 月 7 日、東京の椿山荘
に於いて、ＢＩＡ公益社団法
人日本ブライダル文化振興
協会の理事会及び総会が
開催されました。
公益社団法人になって初
めての総会です。
私個人としては、名称が
「事業振興」から「文化振興」
になったことで、今までの婚
礼事業者よりの視点から、消
費者よりに変わってくれるこ
とを期待しています。
総会に引き続き、研修会
がありました。
「出せ・出せ・出せ・出せ・
知恵を出せ！」 シリ ーズ第
24 弾です。カジノ研究の第
一人者で「ゲーミング産業の

ブライダル産業フェア

7 月 10 日、11 日の両
日、東京ビッグサイトでブラ
イダル産業フェアが開催さ
れます。 私は 10 日に例の
ごとく、業界を厳しく非難す
る予定です。是非聞きに来
て 下 さ い 。 不 思 議 なこ と に
10 日は他のブライダルセミ
ナーも開催されます。同じ
業界で敢えて同じ日程にす
るということは、業界のことを
考えていないのではと思っ
結果のほうは、ＢＩＡホームペ てしまいます。
B.M.C. の 存 在 意 義 を 広
ージをご覧ください。
めるいい機会にします。
成長と社会的正当性」の著
者である日本大学の佐々木
一彰先生をお招きし、「カジ
ノを中心とする総合リゾート」
についての講演がありまし
た。近いうちに日本に 2 ヶ所
カジノができるとのことです。
懇親会では、当日行われ
た、ＢＩＡの事業の一つであ
る「ブライダルマスターコンテ
スト」の表彰も行われました。

全国 B.M.C.会長
伊藤 保

全国 B.M.C.会長
伊藤 保

沖縄なぅ
B.M.C.会員の皆さま ハ
イサイ（こんにちは）。
沖縄が、アメリカから 1972
年 5 月 15 日に日本に返
還、復帰して 40 年がたちま
した。日本復帰 40 周年を記
念いたしまして、野田総理を
はじめ各大臣、関係者が沖
縄コンベンションセンターに
て、沖縄本土復帰 40 周年
記念式典が盛大に行われま
した。復帰直前、その当時
私は小学年でした。車は左
側を走り、アメリカ製外車、
日本車の左ハンドルは普通
の光景でした。通貨は US ド

ルを使い、瓶のコーラ･ジュ
ースが 5 セント（約 15 円）、
ガム 1 個が、1 セント（約 3
円）でした。部厚いフィレス
テーキが 5 ドル（約 1,500
円）と今では、考えられない
価格でした。短期間に価格
は高騰し、2～3 倍になり今
では、ほぼ全国料金になり
ました。
外国人の多くは、旅行もさ
ながらアメリカの軍人、家族
が多く滞在しています。
基地問題も未だ解決して
いませんが、アメリカ軍の基
地がある事が当たり前であっ
た私たちにとっては、どうな

でホテルの予約を入れる観
光客が増えたため、ビジネス
ホテルに流れたのではない
かとの事で、最近は旅行の
仕組みも変わってきて、新た
な戦略・対応をしなければな
りません。5 月 28 日に「ザ･リ
ッツ･カールトン沖縄」が、名
護市で開業（東京、大阪に
次いで日本で 3 番目）、また
那覇市には「リーガロイヤル
グラン沖縄」が 6 月開業予
定です。主要都市では、な
じみのある海外ブランドが、
遅ればせながら沖縄で続い
てオープンします。夏本番

に向けて競争激化が予想さ
れます。沖縄の立地を利用
して、企業の、ＭＩＣＥも沖縄
受注も安定してきて、人数に
もよりますが、コンベンション
センタ ー、 万国津 梁館 、ま
た、ビーチサイドでのケータ
リングパーティー等、県内ホ
テルが競合しています。また
5 月 26 日「第 6 回太平洋・
島サミット」が行われ、各国
首脳が集まり、自然災害へ
の対応、海洋問題、環境・気
候変動、持続可能な開発、
人的交流を議題とした内容
の国際会議・ パーティーを
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るか期待と不安が、交錯しま
す。基地の中で働く友人も
いますし、基地反対を表明
している知人もいます。善し
悪しはあれども、判断が付き
難い状況です。
沖観も観光立県と言われ
て久しいのですが、今後の
沖縄の表裏を見つめていき
たいと思います。
今年の G.W.は、リゾート
地区と言われる西海岸は
90％以上の入れ込みで、空
港近くの那覇では、60％と
かなり差がつきました。
早割で航空券先取りし
て、ホテルは決めずに間際
で
万国津梁館で行いました。
ホテルマン（サービス）がい
なければ成立しないこれら
のイベントを、沖縄の立地･
特異性を生かし、宣伝・誘致
していく事でサービスも向上
していくと信じ、微力ながらこ
れからも沖縄のために関わ
っていきたいと、本文を書き
（打ち）ながら、思う次第であ
ります。
沖縄 B.M.C.
会長 新川 悟

編集後記
ブライダルビズネットで掲
載していただいた「若手コン
ペティション」は非常に好評
のようです。会員以外の施
設も閲覧可能なのがちょっと
残念ですね。
業界には、今回案内した
BIA のブライダルマスターコ
ンテスト以外にも、リクルート
ブライダル総研が行ってい
る「グッドウェディングアワー
ド」があります。
コンテストに参加するとい

うことは、そのために勉強も
することになります。
若手に、こういった機会を
与える（教える）ことも我々の
大事な使命だと考えていま
す。
また高い講習料を払って
意味のない資格をとらせるよ
りも、ＨＲＳのような国家資格
取得を慫慂しましょう。

■「なぅ」の予定
6 月・・・沖縄（今回掲載）
7 月・・・四国（次回掲載）
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
四国の中西事務局長、原
稿をお待ちしております。

