
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容: 

 
• 全国 B.M.C.夏期研

修会 

 

• ブライダル産業フェ
ア紀行 

 
• ウエディングシンポ

ジウム 2012 のご案
内 

 

 

 

 

 

 

四国なぅ 

 

・ 四国 B.M.C. 

 

 

 

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。 

7月 4日東北 BMC ホスト

のもとホテルメトロポリタン盛

岡に於いて、全国 BMC 夏

期研修会開催されました。 

会長会では、会計中間報

告、新役員案、次年度役員

案、ホームページ、フェイス

ブック、次回開催地につい

てなど多くの議題がありまし

たが、皆さんの協力と吉田

事務局長のテクニックでスム

ーズに進行することができま

全国 B.M.C.夏期研修会 

ウエディングシポジウム 2012のご案内 

 
 

 昨年に続き、8 月 21 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 2012

が開催されます。「これから

の日本のウエディング」と題

し、基調セミナー、パネルデ

ィスカッションを行います。 

私は今年もパネルディス

カッションにパネラーとして

参加いたします。 

受付 16：30 

開演 17：00～19：00 

した。 

・新役員として、鈴木東北

BMC 会長を東北復興特命

として副会長になっていただ

きました。 

・今年度役員が次期も続投

することを承認していただき

ました。 

・皆さんにご迷惑をおかけし

ていました、ホームページ更

新やメーリングリストの整理

については、オアシスの小

崎さんに依頼することになり

ました。 

・平成 25 年度冬期総会の

開催地は、沖縄 BMC ホスト

と決まりました。 

・盛岡ちょこっとツアーでは、

資料館、酒蔵の見学をしま

した。 

・懇親会はわんこそば大会

が行われました。            

全国 B.M.C.会長 

伊藤 保 

事前振込み 4000円 

当日 5000 円ですので、

事前登録をお勧めします。 

 

また終了後、懇親会も開

催されます。 

受付 19：00 

懇親会 19：30～21：30 

場所 崎陽軒本店 4Ｆ「ダ

イナスティー」 

事前振込み 6000円 

当日 8000円 

こちらも事前申し込みを

お勧めします。 

 

詳しくは、ＷＥＢサイトをご

覧ください。 

 

http://www.wedding-

festa.jp/symposium/ 

  

全国 B.M.C.会長  
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7 月 10 日東京ビッグサイ

トで開催されたブライダル産

業フェアで講演をしてきまし

た。 

「全国 BMC が提唱する

安全安心な結婚式」と題し

て、業界の悪い噂について

語ってきました。 

 

今回は、日曜日から上京

していました。 

そして業界の方と、六本

木ヒルズのアトリエドエルロ

ブションで食事をしたのです

が、料理・飲物・サービスに

感銘を受けました。 

翌日は、目黒のお寿司屋

さんへ行きました。銀座久兵

衛と同じネタを使っていると

いう謳い文句のお店です

が、そのとおりめちゃくちゃ

に美味しかったです。 

色々な方と情報交換して

いるなかで、東京では人材

の確保が難しくなってきてい

ると聞きました。 

スカイツリーやヒカリエなど

新しいスポットが誕生し、若

者の労働力が分散している

のが原因のようです。 

我々の業界は、お金儲け

だけではなく、人間として大

切なものを得られる仕事と認

識されたいものです。             

全国 B.M.C.会長 

伊藤 保 

ブライダル産業フェア紀行 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四国 B.M.C. 

皆様、お仕事楽しんでま

すか？  四国は梅雤も明

け、暑い夏を迎えております

が、いかがお過しでしょう

か。昨年、四国・徳島の地で

会長会ならびに夏期研修会

を実施いただきまして早 1

年たったのですね。早いも

のです。四国に皆さんをお

迎えできておそらく無事終え

ることができたのではとほっ

としていたのを思い出しまし

た。 

今回の盛岡での全国

B.M.C.会長会および夏期

研修会では本当にお世話

四国なぅ 

 

されてきた業界にあって、

突然若い方々だけで運営せ

ざる終えない状況になって

も、明るく元気にがんばって

おられる姿に鈴木会長もほ

っとされていることと思いまし

た。 

勿論、鈴木会長が日ごろ

から若い方々にご指導され

てきたことが無ければ難しか

ったことと思いますが、私自

身も 27 年前に今の勤務先

のオープンに携わり、「自分

がやらなければならない」と

いう信念で一生懸命であっ

た気持ちを思い出しました。

6 月 20 日広島 B.M.C.は

安東徳子さんを講師に招い

てブライダルセミナーを行い

ました。80 名を超える参加

をいただきました。 

参加者からは、「いままで

参加したどのセミナーよりも

良かった」「もう尐し聞きたか

った」などとても好評でした。 

安東さんには、この一年

間だけでも中国、四国、広

島でセミナーの講師を引き

受けていただき、さらに 8 月

全国 B.M.C. 
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になりました。東北 B.M.C.

鈴木会長ほか役員各位、全

国 B.M.C.伊藤会長、吉田

事務局長他役員各位の皆

様本当にお疲れ様でござい

ました。震災被害のまだまだ

癒えぬ中、東北地区の皆さ

んに尐しでもお役に立つよう

にとの意味合いもあり、東北

地区での開催になったもの

と思いますが、お世話いた

だいたご担当役員の皆様の

ほかホテルで働く多くの

方々の明るさに逆に元気を

もらって帰ってきました。 

また、翌日、鈴木会長の

ご案内で「えさし藤原の郷」

を見学した後、会長の元の

ご勤務先であり、山縣事務

局長のご勤務先である「ホテ

ルシティープラザ北上」にお

邪魔いたしました。比較的

若い方々ばかりでしたが、皆

さん明るい笑顔でお迎えい

ただき大変気持ちの良いサ

ービスを受けました。その

後、ホテルが震災の影響で

休業を余儀なくされ、40 歳

以上の方々が思いがけず離

職されなければならなかっ

た旨を聞きました。ベテラン

のホテルマンらしき方がおら

れないのはそのためです

が、有る意味経験が重要視 

若いスタッフが任される事で

自覚し、主体的に働くことが

できる環境づくりが今の私の

仕事であると、改めて認識で

きた一日でした。本当にあり

がとうございました。 

個人的には昨年に続き、

わんこそば大会での“暴走”

をとめることが出来ず、おま

けに業界紙に「酔っ払い状

態」の表彰写真が掲載され

ることになり“尐し”反省して

おります。優勝はびっくりで

したが、大阪 B.M.C.藤谷事

務局長の応援？がなければ

絶対になかったと思います。

感謝しております。 

最後になりましたが、四国

B.M.C.を長らく牽引いただ

いた小寺会長、本当にあり

がとうございました。この場を

お借りして厚く御礼申しあげ

ます。 

（小寺会長が退任された

ため、代わりに事務局長が

出稿することとなりました。遅

くなりましたことお詫び申し

あげます。何卒今後ともよろ

しくお願いいたします。） 

 

四国 B.M.C. 

事務局長中西克行 

 

 

には九州でもセミナーの開

催を予定しています。 

 

 

 

 

■「なぅ」の予定 

7月・・・四国（今回掲載） 

8月・・・東京（次回掲載） 

9月・・・京滋奈 

10月・・・中国 

11月・・・九州 

12月・・・名古屋 

1月・・・北陸 

 

では、東京の山浦会長、

原稿をお待ちしております。 

編集後記 
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