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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:
•

ウエディングシンポ
ジウム 2012

•

HRS 情報

•

ス チ ュワー ド アン ケ
ートの集計結果

ウエディングシポジウム 2012
前号でご案内した 8 月
21 日のウエディングシンポ
ジウム 2012 の続報です。
各社が様々な努力をして
いるにも関わらず、一向に明
るい兆しが見えない中、業
界が取り組まなければいけ
ない「改革」について考える
機会にしていただきたいと思
います。
17 時 20 分からのパネル
ディスカッションのテーマは

「結婚式のスタイルと集客の
在り方」に決まりました。
パネリストは、業界人 15
名前後になりそうです。テー
マとメンバーから見て、かな
り過激な内容になりそうで
すので期待しています。
安東徳子氏と舘田智氏
が、ＭＣとしてつわものを仕
切ります。
17 時からは、株式会社タ
クティブレイン代表の中村卓

氏の基調セミナーも行われ
ます。
多くの方の参加をお待ち
申し上げます。

告されました。
また、プロジェクトとしてバ
ンケットサービス委員会の報
告もありました。
そこでは将来的に、検定
事業を行う考えがあることを
確認し、ＢＭＣとしての協力
も依頼されました。
質の高いも検定事業を確
立し、ＢＭＣの会員にお勧め
できるものができることを期
待しています。

その他、本年度のサービス
技能検定申し込み状況や、
会員規則の改訂などの報告
もありました。
サービス技能検定は国家
資格です。ホテルで働くサ
ービススタッフは全員が最低
でも 3 級を取得するよう、今
年受験できなかった社員に
勧めてください。

詳しくは、ＷＥＢサイトをご
覧ください。
http://www.weddingfesta.jp/symposium/
全国 B.M.C.会長
伊藤 保

HRS 情報
東京なぅ

・

東京 B.M.C.

編集後記

新生 HRS の臨時理事会
に出席してきました。
現在 HRS には、私を含め
ホテルオークラ東京の清原
相談役、郡山ビューホテル
の宮本副会長の 3 名が理
事になっています。
今回の臨時理事会では、
一般社団法人への移行に
ついてのスケジュール確認
と厚生労働省からの是正勧
告に関する対応のなどが報

伊藤 保

スチュワードアンケートの集計結果
先日ご協力いただいたス
チュワードに関するアンケー
トの集計結果を報告します。
回答数：42 社
1. スチュワード部門はある
か？ ⇒ 「有」との回答
が 17 社、「無」14 社、
「委託」11 社
宴会場が 1000 ㎡以上
の会場を持つ施設の多
くはスチュワード部門が
あるようです。
2. 什器の棚卸し方法 ⇒

「専用の秤を使用」が 2
社
3. 棚卸しの頻度 ⇒ して
いないは 1 社。回数は
毎月～年 1 回まで
様々。
4. ブリケージ率の目標は
⇒ 特に決めていな施
設が多いようですが、決
めているところは 0.2％
～0.3％の回答。
5. 取組み ⇒ 24 社が何
らかの取組みをしている

ようです。
什器 備品 は会 社の 財産
です。正確に管理することは
とても大切なことです。専用
の秤（12 万円前後）を使用
することで、人手をかけずに
正確に棚卸しをすることがで
きる可能性があります。
ブリケージレポートを作成
し、委員会を開催することを
お勧めいたします
広島ＢＭＣ
藤本 茂雄

東京 B.M.C.
残暑の候、時下ますますご
清祥のこととお慶び申し上げま
す。日頃は大変お世話になっ
ております。
さて、先日の全国ＢＭＣ夏期
研修会では、東北ＢＭＣの皆様
をはじめ全国ＢＭＣ役員の皆様
、ご参集いただきました各地区
ＢＭＣの皆様、誠にありがとうご
ざいました。皆様にお目に掛か
れる年に二回の機会を、私自
身は本当に楽しみにしておりま
す。今回の研修会を東北で開
催した事、そして私達が東北の
地を訪れる機会を与えて頂い
た事。それだけでもＢＭＣはそ
の意義を果たしているのではな

いでしょうか。
今後の東京ＢＭＣも、会員各
社の皆様にとって有意義な活
動を目指して参ります。東京で
は先月、「東京ＢＭＣ総会」が開
かれ、無事に終了いたしました
。役員改選については、新たに
お二方を迎え、更に今後の運
営が充実した内容になるであろ
うと確信しております。会長・事
務局長・会計については、前年
度に引き続き現体制での運営
を承認いただきました。全国Ｂ
ＭＣの役員改選もそうですが、1
年で事を為すことは、非常に難
しいものです。我々の日常の仕
事同様、「継続は力なり」で、経
験値を活かした運営をし、諸先
輩方が築き上げてきたＢＭＣを
継続するとともに、更なる発展
を目指して参りたいと思ってお

ります。
ところで、皆さんは「オリンピッ
ク」にどこまで関心がありますか
？先日ロンドンオリンピックが閉
会し、日本は史上最多３８個の
メダルを獲得し、世界の中でス
ポーツに於ける日本の地位を
確固たるものとしました。オリン
ピックの強化費が事業仕分けで
一億円削減される中で、当事
者の選手達は俄然奮闘したこと
と思います。ここにも日本人気
質を見ることが出来ました。２０２
０年の東京オリンピック開催に
向け招致活動も佳境に入って
います。日本・マドリード・イスタ
ンブールの３つの開催候補都
市の中で、来年９月にどこの都
市が選ばれるのでしょうか。日
本では夏のオリンピックは１９６４
年の開催以来開催されておりま

せん。我々世代より一つ上の世
代の皆さんは高度経済成長の
象徴のように、今でも語り草にし
ていらっしゃいます。個人的に
も見てみたいものですし、何より
子供たちと共に、世界の一流ア
スリートの活躍を通して、感動を
共有したいと思います。東京オ
リンピックの招致については、
様々な反対意見もあり、民意が
盛り上がりにくいといった事情
があります。しかし、私達は公共
性の強い職業に携わっており、
またホスピタリティーマインドに
おいては、日本は確実に金メダ
ルだと思っております。世界中
からやって来る選手や観光客
の皆さんを日本が誇るサービス

でおもてなしをし、スポーツの
祭典を通して東京のみならず、
日本全国の素晴らしさを知って
欲しいと心から願っています。
来年９月、東京が開催都市
に決定した暁には、全国ＢＭＣ
にも積極的に関わっていただき
たいですし、開催地区東京とし
ては、より一層奮起し、皆様に
情報を発信してまいります。
東京では、オリンピック開催
地決定前の来年８月、ＢＭＣの
オリンピック「若手コンペティショ
ン」をお引き受け致しました。世
界の皆様の「おもてなし」よりも
先に、まず皆様へのおもてなし
を考えなければなりません。
百戦錬磨の皆様へのおもてな

しは、一筋縄ではいきそうもあり
ません。全国から参加されるコ
ンペ代表の方には、東京の新
名所「東京スカイツリー」からの
眺望を楽しんでいただけるよう、
手配を検討中です。
余談になりますが、全国ＢＭ
Ｃのアンケートにも記載がござ
いますとおり、全国的に婚礼件
数の減少や、一件当たりの人
数の減少等が問題になって久
しくありません。根底には、結婚
をしたくないのではなく、出会い
を求めてはいるけれども、出会
う機会がないという問題がある
のではないでしょうか？もしそう
であれば、ホテルが出会いの場
を提供し、婚活のお手伝いをし

てみるというのはいかがでしょう
か？弊社では、婚礼販売促進
の一環として、男女各５０名を集
客し婚活イベントを実施いたし
ます。イベントの成否について
は、個人的にお問い合わせくだ
さい。
最後になりますが、まだまだ
残暑厳しい折、ご健康にはくれ
ぐれもお気を付けください。
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東京ＢＭＣ
会長 山浦勉

山浦会長も書いています
が、ロンドンオリンピックの獲
得メダル数は 38 個と過去最
高でしたね。なでしこジャパ
ン、火の鳥ニッポン、バドミン
トン、卓球団体、アーチェリ
ーなど女性の活躍が目立ち
ました。
私はというと、連日「寝不足
ジャパン」でしたが、一応解
散しました。
4 年後のオリンピックもリオ
デジャネイロなので、やはり

寝不足になりそうです。
■「なぅ」の予定
8 月・・・東京（今回掲載）
9 月・・・京滋奈（次回掲載）
10 月・・・中国
11 月・・・九州
12 月・・・名古屋
1 月・・・北陸
では、京滋奈の北川会長
代行、原稿をお待ちしており
ます。

