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• 冬期会長会に向け
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北から南から 

 

• 九州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。 

徳島での夏期会長会が

終わってほっとしていたら、

そろそろ冬期会長会の準備

をする時期になりました。 

12月には、事前に役員会

を開催するのですがそこで

冬期の議題や進行の概要を

決めます。収支報告、若手

コンペティションの開催の

他、今後のＢ.Ｍ.Ｃ.のあり方

について協議をする予定で

す。BIA や HRS 等友好団

体との付き合い方、活用の

仕方を整理するつもりです。 

ホテルにおける宴会料飲

部門の立場はそれぞれ違い

があるでしょうが、宿泊特化

冬期会長会に向けて 

HRSに関する記事 

 
『国家検定「レストランサ

ービス技能検定」の事前講

習会で、検定を実施する日

本ホテル・レストランサービス

技能協会（東京）が２００９、１

０年度に、組織的に学科試

験問題を漏えいしていたとし

て、厚生労働省が同協会に

是正勧告していたことが分

かった。０２年度に国家検定

となって以降、０８年度まで

の模擬試験からもほぼ同じ

問題が見つかり、同省は、

試験業務に従事する専務理

事ら２人の解任を求めてい

る。同省によると、技能検定

で組織的な漏えいが認定さ

れたのは初めて。今月７日

付の是正勧告書や関係者

型でない限り、重要な位置

付けにあることは間違いない

と思います。日本の宴会料

飲サービス、世界のどの国

よりも素晴らしいと言ってもら

え る よ う にするために 、

B.M.C.が知恵を出し合って

いかなければなりません。 

名古屋では有益な内容を

届けたいと思いますので、

皆さまが取り上げてほしい議

題などがありましたら、是非

お知らせください。 

今回は若手コンペティショ

ンが開催されます。各地区

代表選考は進んでいるでし

ょうか。 

札幌での第 1 回同様、盛

り上がることを期待していま

す。 

今年もあと 60 日をきりまし

た。クリスマスイベントや年末

イベントで忙しいことと思い

ますが、体調管理をしっかり

して 2011 年のラストスパート

をかけていただきたいと思い

ます。 

      

全国 B.M.C.会長 

伊藤 保 

（以上） 

によると、同協会は０９年７～

８月、全国９か所で学科試験

に向けた事前講習会を開

催。厚労省が、説明に使わ

れたスライド１００枚に書かれ

た文章と、実際の試験問題

（１００問）を比較したところ、

１級で９９問、２級で９６問、３

級で９９問がほぼ同じ内容だ

った。また、講習会で配布さ

れた模擬試験（３０問）でも、

８割以上が実際の試験問題

とほぼ同じだった。同協会に

よると、０９年度の学科試験

は計約４３００人が受験。合

格率は、１級８４・０％、２級９

３・５％、３級８０・０％で、前

年よりも約５０ポイントも上昇

した。』 

（2011 年 10 月 27 日  読売

新聞） 

  

ＨＲＳは「料飲業界の元気

を出す会」を共同開催する

など、友好団体としての付き

合いがあり、ＢＭＣの会員及

び会員ホテルの社員の方々

がＨＲＳに入会しています。 

 

全国 B.M.C.としては今

後、協会が厚労省に提出す

る是正報告書の内容を見

て、友好関係の継続を判断

したいと考えています。 

 

全国 B.M.C.会長 

伊藤 保 

（以上） 
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九州 B.M.C. 

皆様こんにちは、九州

B.M.C.の別所洋典です。11

月になり、もうそろそろ 2011

年を締めくくる時期がやって

きました。また、今年を振り

返るときとも言えます。3 月

11 日、日本という国は変わ

ってしまいました。東日本大

震災。被災された皆様謹ん

でお見舞い申し上げます。

遠い九州の空からは祈るし

か有りません。あの日からい

ろいろなことを皆々考えたで

しょう。半年を過ぎた今でも

時間が止まったようです。で

も、また太陽が東から昇って

北から南から 

 

がれます。（運営委員 2 年

間、副会長 1 年、会長 1

年、その後の相談役 2 年

間、と、事務局 1 年、事務局

長は 2 年間）今の九州

B.M.C.はこうやって運営さ

れています。これは諸先輩

方が数多 くの人に全国

B.M.C.の例会の場や、九州

各地（福岡を中心に）で行わ

れる例会などで経験を積ん

で欲しいという願いから始ま

ったものです。そういった度

に全国の皆様に良くして頂

き本当にありがとうございま

す。他では有りえないぐらい

の経験をさせていただいて

います。そして生意気ながら

私事ですが、引越しをしま

した。今までは会社が用意

してくれた、ホテルから徒歩

1 分の小さなマンションに住

んでいたのですが、北向き

で陽が当たらないのと、単身

赴任とはいえ、さすがに 1Ｋ

では部屋が狭かったので、

思い切って 3ＬＤＫにしまし

た。通勤時間は徒歩 5 分に

なりましたが、朝日も入り快

適です。難点は、目の前が

全国 B.M.C. 
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きます。私など映像や新聞

などでしか知らないあの世

界は、ありふれた日常への

尊さを思い知らされます。少

し、今の生活や仕事への愚

痴が減ったように思えます。

テレビや新聞などで見る被

災された方々の姿に本当に

勇気付けられます。私など

に掛ける言葉は見つかりま

せん。ただ祈ります。 

そんな私たちにはお構い

なしに、来年はやってきま

す。2012 年、九州 B.M.C.

は会の発足から 40 年目を

迎えます。当時発足に携わ

った諸先輩方は 40 年という

時間をどう御覧になっている

のでしょう。今の私達が行っ

ている活動は、40 年前にイ

メージしたものなのですか？

全く違ったものになっていま

すか？想像できないぐらい

良いものになっています

か？この先何十年後かに私

達も少しお手伝いが出来た

と思いたいのですが・・・。そ

の長い歴史で出来た九州

B.M.C.の決まり事のひとつ

に運営委員のローテーショ

ンが有ります。会長をはじ

め、事務局長、運営委員は

毎年決まったローテーション

で各会員ホテルへと引き継 

私も、いろいろな方々に見

たり聞いたりしていただきた

いなぁと思っています。 

この国では、いや全世界

では、いろんな局面に遭遇

しています。もちろん九州で

も福岡でも職場でもお家で

も・・・。しかしながら誰しもが

一度は体験したであろう、実

はなんども目の前を通り過ぎ

た小さな奇跡をどうして信じ

られないのでしょうか。何度

やってもうまくいかないことが

あっても、全然成功しなくて

も、あきらめなければいいじ

ゃないですか。最後の最後

に成功したら、過去の失敗

は経験という言葉にかわりま

すし。先輩方に甘いと言わ

れようと、この世は偶然だろ

うが何だろうが奇跡でいっぱ

いあふれかえっています。た

くさんの感謝と、小さな奇跡

を信じて、今日も一日なんと

かやっていきます。今、私の

横を通り過ぎた人が、また戻

ってきました。顔を上げられ

ません。スミマセン、職場へ

戻ります。これからの季節、

皆様方どうかお体にはご自

愛下さい。 

 

九州 B.M.C. 

会長 別所 洋典 

 

消防署のため、深夜でも容

赦なく緊急車両がサイレンを

けたたましく鳴らして出動す

ることくらいです。 

 広島は、牡蠣がおいしい

季節になりました。そして昨

年から始まった「オイスター

ロード」というカキ小屋が今

年も始まりました。仕事柄、

牡蠣の生食は禁じられてい

ますが、焼きガキならＯＫで

す。是非広島に来ておいし

い牡蠣を堪能してください。 

 

■北から南からの予定  

11月・・・九州（今回掲載） 

12月・・・名古屋（次回掲載） 

1 月・・・北陸 

 

では、名古屋の永田会長よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

編集後記 

 

file://10.130.10.106/宴会料飲部【婚礼】/01伊藤部長/ito_hiroshima/ＢＭＣ/全国2011/t_ito@hgh.co.jp
http://www.e-bmc.com/

