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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:
• 冬期会長会予告

• ブライダル産業フェ
アで講演します

北から南から

冬期会長会予告
徳島での夏期会長会が
終わってほっとしていたのも
束の間、あっという間に冬期
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

があると思いますが、宿泊特
化型でない限り、収入を含
めて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
スは、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。
名古屋での会長会では、
若手コンペティションが開催

されます。各地区代表選考
は進んでいますでしょうか。
第一回の札幌同様、大い
に盛り上がることを期待して
います。
今年もあとわずかです。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、良い年を迎えていた
だきたいと思います。
全国 B.M.C.会長
伊藤 保

• 名古屋ＢＭＣ

ブライダル産業フェアで講演します（2/15）
編集後記

2012 年 2 月 14 日（火）及
び 15 日（水）の両日、インテ
ックス大阪に於いて、ブライ
ダル産業新聞社主催のブラ
イダル産業フェアが開催さ
れます。翌週 21 日（火）～
24（金）には東京ビッグサイト
で国際ホテルレストランショ
ーが開催と、新商品を発掘
したり、ビジネストレンドを感
じる良い機会だと思います。
昨年は、ホテレスショーに
合わせて「料飲業界の元気
を出す集い」を開催しまし
た。私も「元気を出す集い」
に参加した翌日、ホテレスシ
ョーを見て帰りました。閑散
期といえども、会社を空ける
のは難しいご時勢だと思い

ますが、こういった催しで情
報を得て、大きな効果を生
むことができるのも事実で
す。
実は、2 月 15 日（水）のブ
ライダル産業フェアでの講
演を依頼されました。「 これ

からのウエディング業界
で成長できる企業 」という
テーマの予定ですが、ホテ
ルウエディングの発展にＢＭ
Ｃがどれくらい貢献している
か、ＢＭＣの会員施設はど
れだけ安心して良いサービ
スを受けられるかなどを語る
つもりです。
時間のある方は是非お越
しいただきますよう、今からス
ケジュール調整しておいてく

ださい。
以前、東北ＢＭＣの鈴木
会長も東京ビッグサイトでの
ブライダ ル産業フェアで素
晴らしい講演をされました。
昨年はホテレスショーで清
原相談役がパネルディスカ
ッションに参加されました。
業界人し か集まらないイ
ベントですが 、その業界人
ですらＢＭＣの名を知らない
人がいるのが現状です。身
近なところから知名度を高め
ていきたいと考えています。

全国 B.M.C.会長
伊藤 保
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名古屋 B.M.C.
皆様こんにちは、名古屋
B.M.C.の永田です。
毎年思う事ではございま
すが 『今年は早い 1 年だ
った・・・』 と、その中でも更
に早かった思える 1 年であ
ったように思えます。まさに
今、忘年会や企業への挨拶
廻り、または来年度の戦略
の練り直しなど、超がつくほ
どの多忙な時期かと思われ
ますが、くれぐれも体調を崩
されませぬようご自愛くださ
いませ。
さて、今年はなんと言って
も 『 3.11 』 で は な い で し ょ う

か。2011 年が終わろうとして
いるのにも関わらず、なお復
興の目途が立たない状況が
続き、被害に遭われた方々
には、謹んでお見舞い申し
上げるとともに、現在、避難
所暮らしが続いておられる
方々には、どうか 2012 年は
穏やかな年でありますよう心
よりお祈り申し上げます。
ところで、ある新聞記事に
よると、最近の若者の恋愛
調査の結果が発表されてい
ましたが、特に 25 歳までの
男女で約 6 割が特定の異
性を好まない、すなわち彼
氏彼女をつくらないとの結果

を得ない状況かと思われま
す。ですが、そんな時代だ
からこそ、会員全体で知恵
を出し合い、新しい事にチャ
レンジして、我々にしか出来
ないサービスを確立するい
いチャンスと思っています。
その為には、今までのホ
テルマンとしての誇りを継承
しつつ、古い固定観念を一
度捨て、新たな発想の元に
理念を再構築する必要があ
るのではないかと思っていま
す。その為には、キーワード
として『若手』があげられるの
ではないでしょうか。
そんな中、来年 2012 年 1
月 25 日にこの名古屋で行

われる、全国 B.M.C.の冬期
研修会にて『第 2 回若手コ
ンペティション』が開催され、
題材が「なぜ若者がホテル
離れをするのか？」とまさ
に、時代に合った内容では
ないでしょうか。この名古屋
で大いに若手に語ってもら
い、大いにヒントをつかむ、
そんな内容と期待しておりま
す。
来年 1 月 25 日、ぜひこ
の機会に、費用等の問題も
あろうかと思いますが、特に
若手を 1 名でも多く参加を
して、盛り上げて行きたいと
思いますので、どうぞ宜しく
お願いいたします。

になり、衝撃的な結果となっ
てきております。その理由と
しては『面倒くさい』や『1 人
が気楽』など、我々がこの世
代の時では考えられない時
代になったのかと淋しい気
分でございます。そして、震
災の影響もあると思います
が、結婚願望については、
以前より増えてきているとの
事です。
この結果から今後、我々
婚礼市場と言うものはどのよ
うな影響が出てくのか、まだ
分りかねる部分が多いです
が、いずれにせよ全体的に
縮小傾向にあると言わざる
を
また、そんな素晴らしい会
に、精一杯のおもてなしを行
い、この名古屋で皆様と再
会できる日を楽しみにしてお
ります。
名古屋 B.M.C.
会長 永田 太
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相変わらず、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し
ていますが、もう慣れまし
た。気がついたのですが、
出動が多いのは金曜土曜の
夜 9 時以降です。お酒がな
んらかの影響を与えている
のではと思います。（急性ア
ルコール中毒とか酔っ払い
の喧嘩とか） これから、忘
年会・新年会の真っ只中に

突入します。公私ともに気を
つけましょう。飲酒運転なん
かはもっての他です。会員
施設からはそういった犯罪
者がゼロであるよう、皆さん
にお願いいたします。
先月号でご案内しました、
岡山ＢＭＣと中国ＢＭＣの合
同勉強会の報告です。安藤
徳子さんのセミナーに参加
してくださった会員すべての
方から「今迄で一番良かっ

た」 という声をいただきまし
た。本当に素晴らしい内容
のセミナーでした。（詳しくは
瀬島会長、瀬尾事務局長に
お尋ねください）
■北から南からの予定
12 月・・・名古屋（今回掲載）
1 月・・・北陸（次回掲載）
2 月・・・大阪
では、北陸の林会長よろしく
お願いいたします。

