
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容: 

 
• 平成 24 年度全国

B.M.C.冬期総会会
長挨拶 

 

 

• 総会報告 

 

 

 

大阪なぅ 

 

• 大阪 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。 

1 月 25 日、ANA クラウン

プラザホテル名古屋グランコ

ートにおいて平成 24 年全

国 B.M.C.冬期総会が開催

されました。ホスト地区の名

古屋 B.M.C.の協力をえて、

無事に行事を終えることが

できました。以下、会長挨拶

の要約です。 

・一年前神戸で宣言した行

動指針についての振り返り

①会員の減少に歯止めをか

ける。残念ながら期首に比

べて 20 社の減少となりまし

た。まだまだ力不足と反省し

ています。②B.M.C.タイムズ

の発行。各地区会長の協力

平成 24 年度全国 B.M.C.冬期総会会長挨拶 

総会報告 

 
 

総会内容は以下の通りで

す。 

・平成 23 年度会計報告及

び平成 24 年度会計予算が

承認されました。次年度繰

越金について、基準を設け

て、余剰金を還付してはどう

かと言う意見がありました。

（今後、検討していきたいと

思います）これに関して、川

本監査役より、各地区の会

計報告書を提出して欲しい

という以来がありました。（主

目的は、監査ではなく、状況

把握及び地区同士の情報

交換のためです） 

・「料飲業界の元気を出す

会」の説明が宮本副会長よ

りありました。（2 月 17 日で

でなんとか月 1 回の発行を

続けています。③白書の継

続。宮本副会長が進めてい

ます。④若手コンペティショ

ン。夏期に開催予定でした

が、震災等の影響で延期に

しましたが、吉田事務局長

の運営のもと、今回名古屋

で開催する運びとなりまし

た。⑤B.M.C.の認知度を上

げること。前号で発表の通り

です。⑥会則の見直し。斎

藤副会長が早々と実行しま

した。⑦経費の節約、効果

的運用。黒柳会計が綿密な

シミュレーションをして行って

います。平成 24 年度は、情

報交換だけで終わらず、勉

強会を今迄以上に実施する

ようにして欲しい。 

・報告事項。①ＨＲＳの件。

今後も引き続き友好関係を

保ち、ＨＲＳの活動を協力し

ていきます。②バンケット検

定の件。主催している社団

法人国際ホテルレストランサ

ービス協会は、B.M.C.が認

知しない無関係の団体であ

り、今後も協力する予定はな

い。受験は自由だが、良識

ある判断をしていただきた

い。           以上 

全国 B.M.C.会長 

伊藤 保 

す。奮って参加をお待ちし

ております） 

・平成 24 年度夏期研修会

の日程及び開催地が報告さ

れました。（平成 24 年 7 月

4 日ホテルメトロポリタン盛岡

ニューウィング） 

・引き続き、各地区からの報

告がありました。 

 

総会後、第 2 回若手コン

ペティションが開催されまし

た。受賞者は以下の通り。 

優秀賞：東北 B.M.C.代表長

根歩美さん（ホテルメトロポリ

タン盛岡） 

会長賞：京滋奈 B.M.C.代表

文字有以さん（京都センチュ

リーホテル） 

特別賞：大阪 B.M.C.代表岡

野仁美さん（神戸ポートピア

ホテル） 

感動賞：沖縄 B.M.C.代表内

藤菜々子さん（ザ・ブセナテ

ラス） 

感動賞：中国 B.M.C.代表塩

尻直さん（倉敷国際ホテル） 

 

 週刊ホテルレストラン 2/24

号に若手コンペティションの

様子がカラーで掲載されて

いますので、是非ご購入の

上ご購読ください。 

 

 

全国 B.M.C.会長 

伊藤 保 
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大阪 B.M.C. 

 

大阪Ｂ.Ｍ.Ｃ.の森村で

す。いつも全国総会では

一言二言三言多めに喋ら

せて頂いております。 

さて、「北から南から」の

原稿を依頼されまして、い

つも拝見していたのです

が、いざ書くとなると筆が

とまりますな。 

前置きはさておき、私と

Ｂ.Ｍ.Ｃ.の関わりを少し書

かせていただきます。もう

すぐ還暦の私ですが、Ｂ.

大阪なぅ 

 

けを頂きました。最初の転

勤は仙台でした、あの鈴

木尚太郎さんの地元、早

速挨拶に行きましたところ

快く応対頂きました。仙台

での色々な会合の席で鈴

木さんとお会いすると地

元のゲストに「こいつ大阪

の森ちゃん、可愛がって」

と一言。ありがたかったで

す。 

５５歳になって今度は

札幌でした、全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.

で知り合った方々に遠慮

もせずに行きました。なに

しろ知り合いと言っても大

ホテルの人事異動は当た

り前、転勤なんかもごく普通

に行われます。私は、3 年前

の 6 月に京都から広島に出

向となり、単身赴任生活を続

けています。月に 1 度、帰

省するのですが、何が楽し

みかというと孫の顔を見るの

が一番の楽しみ。年寄りくさ

いとか、おじいちゃんと言わ

れようが、なんと言われよう

がかまいません。孫は可愛

全国 B.M.C. 
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Ｍ.Ｃ.に初めて参加した

のは２０代の頃先輩に連

れて行かれて「えらいとこ

ろに来てしまったな」とパ

ーティ会場の隅で思って

おりました。「もう行かんと

こ」と思っておりましたが、

また先輩に無理やり連れ

られ２度３度、だんだん知

り合いも増え「なかなかえ

えがな」と例会を楽しみに

しておりました。 

４０代になり当時の雀部

会長より大阪Ｂ.Ｍ.Ｃ.の

事務局長に指名され深く

関わるようになりました。あ

の時は「阪神・淡路大震

災」があり当時の全国Ｂ.

Ｍ.Ｃ.会長の鈴木尚太郎

（仙台）さんが、震災で荒

れた神戸に全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.

を代表して神戸に「元気

だして行こう」と激励に来

ていただきました。Ｂ.Ｍ.

Ｃ.の絆を深く感じました。 

５０代に入り私ごとです

が単身赴任の転勤が始ま

りました。誰も知らない土

地ですが行く先々でＢ .

Ｍ.Ｃ.の先輩方にお声掛 

先輩の方々、全国Ｂ.Ｍ.

Ｃ.で名刺交換ぐらいしか

してなく、１０年近く経って

おりましたがお会いする

方に大歓迎して頂きまし

た。当時弊社の札幌店

は、北海道Ｂ.Ｍ.Ｃ.に参

加してなかったところご紹

介頂き入会させて頂きま

した。 

７年の転勤が無事努め

られたのもＢ.Ｍ.Ｃ.の人脈

のお蔭と思っております。

世の中はデジタル中心の

時代になりましたが、Ｂ .

Ｍ.Ｃ.もどんどんデジタル

化を進めて余った時間を

アナログに使うことが肝要

と思います。 

この歳になって思う事

「Ｇ.Ｎ.Ｏ.」 Ｇ＝義理 Ｎ

＝人情 Ｏ＝恩義 これ

を大事に今後もＢ.Ｍ.Ｃ.

活動を行ってまいります。 

 
大阪 B.M.C. 

会長 森村康彦 
 
 

いのです。そんな広島の生

活も任期があと 4 ヶ月となり

ました。（一応、出向期間は

3年の約束なのです） 

 

さて、今回より「北から南

から」を「○○なう」というタイ

トルに変更しました。 

■北から南からの予定 

2月・・・大阪（今回掲載） 

3月・・・東北（次回予定） 

４月・・・広島 

5月・・・北海道 

6月・・・沖縄 

7月・・・四国 

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 

 

東北の鈴木会長、原稿を

お待ちしております。 
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