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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:
• BIA 総会
• 米トレーサビリティー
• 全国 BMC 夏期研修
会・会長会

BIA（社）日本ブライダル事業振興協会総会セミナー
6 月 9 日、東京の椿山荘
において、（社）日本ブライ
ダル事業振興協会総会が
開催されました。
全国 B.M.C.会長として理
事に推薦され、理事会・総
会の承認を得て就任するこ
とになりました。
総会に引き続き開催され
た研修会では、恒例の『出
せ・出せ・出せ・出せ・知恵

を出せ！』第 21 弾として『中
小企業の事業継続計画
（BCP）～災害対応事例から
みるポイント～』というタイト
ルで、経済産業省中小企業
庁の畠山さんによる講演が
行われました。
実に、タイミングのいい内
容で非常に役立つものでし
たので、皆さまにｐｄｆのウェ
ブサイトをお知らせします。

http://www.chusho.meti.go.
jp/keiei/antei/download/11
0531Bcp-Reserch.pdf
これからも、皆さんに有益な
情報を発信し、ＢＭＣに入会
していて良かったと思ってい
ただけるよう頑張ります。
全国 B.M.C.会長
伊藤 保
（以上）

米トレーサビリティー
北から南から

• 四国ＢＭＣ

編集後記

昨年 10 月 1 日から一部
施行された米トレーサビリテ
ィー法（米穀等の取引等に
係る情報の記録及び産地報
の伝達に関する法律につい
て） が 7 月 1 日より完全施
行とまりました。
要約すると「生産者は出
荷記録を作成・保存し、産

地情報を伝達する。卸売業
者・製造業者は入出荷記録
を保存し、産地情報を伝達
する。小売業者・外食業者
は入荷記録を保存し、消費
者の方に産地情報を伝達す
る。」ということです。
これによって、消費者が産
地情報を知ることができま

す。ポイントは、米の生産地
が国内であれば「国産」と、
外国であれば「○○国産」等
と、表示することです。各ホテ
ルすでに対応していると思い
ますが、今一度確認しておく
ことをお勧めいたします。
全国 B.M.C.会長
伊藤 保
（以上）

全国 B.M.C.夏期研修会・会長会
7 月 7 日四国 BMC ホスト
のもとホテルクレメント徳島
に於いて、全国 BMC 夏期
研修会・会長会が開催され
ました。当日は、クールビズ
での参加を呼びかけ、沖縄
BMC はかりゆしウェアでの
参加をしていだきました。
会長会では上期の会計
報告の後、会員数の減尐に
伴う運営や経費の見直しに
ついて討議をしました。ま
た、クールビズ、会員の退会
理由、勧誘方法などについ

て各地区より報告がありまし
た。東日本大震災に対して
の義捐金については、「寄
付金」を出す感覚ではなく、
本当の意味での地元支援に
当てることとしたいという趣旨
で来年夏、東北 BMC 納涼
例会への参加をする案を発
表させていただきました。
年明けの総会開催地は、
名古屋 BMC ホストで、1 月
25 日を予定しています。そ
こでは若手コンペティション
を開催します。

研修会は、近藤光氏によ
る「マチ★アソビで豊かにな
る時間」というテーマの講演
がありました。一人勝ちしな
い。みんながハッピーという
のが印象に残りました。
懇親会では、地元の有名
な阿波踊り団体が踊りを披
露・指導していただきまし
た。大阪 BMC 藤谷事務局
長、元全国 BMC 岡山副会
長そして私の 3 人が、名取
りとして表彰されました。
伊藤 保
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皆様こんにちは。
この度は、全国各地より遠
路徳島までお越し下さいま
して有難うございました。
ありがたく心から御礼申し上
げます。
当日は何のおもてなしも
出来ずに、バタバタで終わ
ってしまい、大変申し訳なく
感じております。
終わってみますと、あのよ
うにしていたら、こうしておけ
ば良かった・・・・・とか反省
ばかりでございます。
無事に終了出来ましたの
は、全国役員をはじめ会員

各位のご支援の賜物と感謝
しております。ありがとうござ
いました。
研修会をお引き受けさせ
ていただき、当日に至るまで
の過程の中で気付かされた
事がございましたのでご披
露させていただきます。
｢すっかり忘れていました｣
と言うのが本音でございます
が、橋本先輩の一言でござ
いました。
担当者・プランナーの使
命は、お客様の意を受け
て、絵画のキャンパスごとく
構図を考え、絵を描き、色付

けをし、会場を設えるエンタ
ーティナーでなければなら
ない。感動を創造し、心から
喜んでいただけるように｢知
恵を出せ、お客様の要望は
一人一人全部違うのだ｣。皆
様も思い出していただけた
でしょうか。
この度、実行して見ました
が、ご覧のようなありさまで、
さぞかし天空で呆れ果てて
いる事だと思います。
時間がない、予算がな
い、幹事の要望がないと否
定的な事ばかりを毎日々繰
り返しております。

会場はワンパターンの設
営、メニューにしてもしかりで
ございます。自分も含めコン
ベアーベルトに乗せ、流す
作業を仕事と称して頑張っ
ています？
ホスピタリティのかけらも
見つかりません。
次回に繋げる・リピーター
となっていただけるとは程遠
い有様でございます。
上司は安定顧客にせよ・
次回も使ってもらえと攻め立
てるばかりですが、上記の事
を繰り返していますと、段々
とボディブローの如く効いて

まいります。 結果、先細り
となり件数が稼げない状態
におちいる事になります。
毎日のことですから大変
な事とは重々承知の上で言
わせていただきます。
再度、原点に立ち返りホ
テルとは・ホテルマンとは・仕
事とは・・・・・・・・・
研修会をお引き受けさせ
ていただき、久しぶりに考え
させられたと言うか、思い起
こさせられた感じがしており
ますと共に、お客様には大
変申し訳ない事をしてきたも
のだと反省しております。

今回の事がなければ永遠
に思い起こすことなく、ベル
トに乗せる作業ばかりを仕事
と勘違いしていたでしょう。
原点に立ち返るチャンス
をいただいた全国の会員の
皆様に感謝でございます。

て、もっと上手に踊れるよう
にとリベンジを誓いました。
また、近藤様の講演にで
てきた眉山にもロープウェイ
で登ってきました。
「あっ、このアナウンスをア
ニメの声優がしたんだな」と
理解できました。
ちなみに、フレンドリーナ
イトの後、タクシーで「ふく
利」というラーメン屋へ行きま
したが、大当たりでした。駅
近の麺王も岩田屋も有名店

です。
■北から南からの予定
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

四国 B.M.C.
会長 小寺 理一郎

編集後記
夏期研修会・会長会が無
事終了しました。懇親会には
多くの会友の皆さまにもお集
まりいただきとてもありがたく
思っています。徳島へは、飛
行機利用の方、新神戸から
バスを利用の方、岡山から
JR を乗り継いだ方など様々
な手段があったようですね。
阿波踊りは予想以上に楽
しく、そして難しかったです。
翌日、私は一人で阿波踊り
会館へ行ってきました。そし

では、東京の宮本会長よろ
しくお願いいたします。

