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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:

全国 B.M.C.総会
・全国 B.M.C.総会

・山積みの課題

・大阪いいね！

大阪 B.M.C.

編集後記

１月３０日、沖縄ハーバー
ビューホテルクラウンプラザ
において平成２５年全国
B.M.C.冬期総会が開催され
ました。総会後は、泡盛の酒
蔵見学、懇親会では琉球獅
子舞など、沖縄 B.M.C.のあ
たたかいおもてなしを受けま
した。
今年から新年度ということ
で、新たに行動方針を発表
させていただきました。
「挑戦・変化・成長」。既成
概念を打ち破り、今迄やっ
たことのないことへの挑戦。
挑戦するための、能動的変
化。そして社会に必要とされ
る団体への成長です。

具体的には、ホームペー
ジのリニューアル、財務状況
の改善、発信力の強化に取
り組みます。
ホームページのリニューア
ルは一応完成しました。今ま
での会員間の情報交換サイ
トではなく、外へ発信するサ
イトです。これからは内容を
充実させることが課題です
ので随時 地区活 動等の情
報を掲載したいと思います。
全国 B.M.C.の財務状況は
決して良い状況ではありま
せん。今回若手コンペティシ
ョンの選手の出場に係る経
費を、各々の会社で負担し
てもらう決断をさせていただ

きました。今後はリニューア
ルしたホームページのバナ
ー広告による収入等を計画
しています。会員増強し財
務状況を改善するために
も、今迄以上に発信力を強
化しなければいけなせん。
先日、配布した「震災マニュ
アル」は B.M.C.の活動を理
解していただくためにも必ず
会社のトップへ届けてくださ
い。また、「若手コンペティシ
ョン」の案内も同様にトップ
へお渡し願いたします。これ
から２年間、宜しくお願いい
たします。
以上
全国ＢＭＣ
会長 伊藤 保

す。宴会料飲に従事するス
タッフには、サービス技能検
定の受検を慫慂 してくださ
い。そして会社に対しては、
資格手当ての支給をお願い
してください。（資格手当て
を支給していないホテルが
あることに驚きました）
また、ＨＲＳの会員になる
ようすすめてください。会員
であることがステイタスだと感
じてもらいましょう

会員は減って行きます。ＯＢ
（会友）の方、現役の仲間、
我々に協力的な講師陣など
たくさんいます。他の地区の
例会に参加して、情報を得
るのもいい方法の一つだと
思います。

山積みの課題
ＨＲＳは、今年１１月に一
般社 団法 人 への 移行 を予
定しています。現在、役員の
方々 が連 日厚 労 省へ 足を
運び、資料作成に追われて
います。ＨＲＳのサービス技
能検定は我々の業界唯一
の国家資格であり、これを守
ることはとても重要なことで
す。B.M.C.は地区によって
は検定事業の援助を行って
います。そのおかげで若い
人たちが地方で受験するこ
とができています。
しかし、現在受験者数の
減少や会員数の減少によっ
て、この検定そのものが無く
なってしまうかもしれないの
です。B.M.C.としては出来る
限りの応援をしたいと思いま

B.M.C.の会員を増やすこ
とは大きなテーマだと思って
います。そのためには加盟
して価値ある団体でなけれ
ばいけません。我々はもっと
勉強会をしましょう。数字の
情報交換だけではますます

冒頭、ホームページに、
バナー広告を募り、財源の
確保を計画していると書きま
したが、この募集については
皆さんの協力をお願いした
いと思っています。金額等、
具体的に決まりましたらお知
らせします。
全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長
伊藤 保

大阪いいね！
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大阪 B.M.C.
１月の全国Ｂ.Ｍ.Ｃ．冬期
総会お疲れ様でした。開催
地の沖縄Ｂ.Ｍ.Ｃ．の皆様に
改めて心より感謝申し上げ
ます。
さて、２回目の寄稿となり
伊藤会長より今回からは「〇
〇イイネ！」を題にしてお願
いしますとのことでした。なか
なか「イイネ！」がなく「アカ
ンワ！！」ばかりの日々です
が、なんとか「大阪Ｂ.Ｍ.Ｃ.イ
イネ！」をあげてみました。
最初の「イイネ！」は、大

阪Ｂ.Ｍ.Ｃ.は今年で４０周年
を迎えることです。途絶える
ことなく例会が、４０年間続
いてきたことが最大の「イイ
ネ ！」 と 思 い ま す。 大 阪 Ｂ .
Ｍ.Ｃ.は構成員が当初宴会
部長クラスで、宴会予約・宴
会サービスの統括責任者が
集まっておりました、後にホ
テル内で宴会部がどんどん
変化し、宴会サービスは料
飲サービスに入り、宴会予
約は営業に入り、時代の流
れから宴会予約は一般宴会
と婚礼予約に分かれ、婚礼
部門が独立した組織が増え

てまいりました。今ではほと
んど婚礼営業責任者が出席
の会合となっております。各
責任者は厳しい婚礼市場の
中、日々追われている状況
で例会に参加が厳しいホテ
ルが増えてきているのが昨
今です。しかしながら大阪Ｂ.
Ｍ.Ｃ.役員一同、例会運営
を協議し、少しでも出席各社
の会員がＢ.Ｍ.Ｃ.例会に参
加してよかったと思う、例会
づくりに励んでおります。
次の「イイネ！」は、女性の
例会出席占有率が、半分近
くになってきたことです。

また大阪Ｂ.Ｍ.Ｃ.役員会
では、藤谷事務局長を含め
２名が活躍しております。男
女共同参画ではありません
が、これからは役員にどんど
ん女性が必要なのではない
でしょうか、京滋奈Ｂ.Ｍ.Ｃ.
でも女性の河野事務局長が
誕生し、関西地区は大阪・
京滋奈とも女性事務局長と
なりました。各地区・全国役
員に女性役員が増えていく
ことを期待致します。以上の
ふたつが大阪Ｂ.Ｍ.Ｃ.の「イ
イネ！」です。
最後に、大阪Ｂ.Ｍ.Ｃ.会

長職退任のご報告をさせて
頂きます。大阪Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長
職を拝命してから今春で２
年となります。お引き受けし
た時より１期２年と決めて務
めさせて頂きました。約１０
年ぶりの大阪Ｂ.Ｍ.Ｃ.役員
復帰で戸惑う事多く藤谷事
務局長他役員に支えられ、
無事任を終えさせて頂くこと
が出来そうです。全国Ｂ.Ｍ.
Ｃ.会長会では、いつも過激
な発言をしておりました。今
更ながら、歳に免じてお許し
願います。しかしながら、全
国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長会は年に２

回の貴重な会合です。思っ
たことを発言し意見交換し方
向性が決まればまとまる。過
去４回参加してもっともっと
意見交換に時間をかけるこ
とが必要ではないかと思い
ました。この点を全国役員・
地区役員の皆様宜しくお願
い致します。尚 新執行部
体制については春の総会で
決定次第ご報告させて頂き
ます。２年間ほんとうにありが
とうございました。

ービュー」だったのです。エ
レベーターの中のポスターも
エントランスの看板もみんな
変わっていました。他人事な
がら大変だったでしょうね。

私は世界の平和を希い、こ
の一瞬を大切にし、まごころ
込めて世界の人々をおもて
なしし、笑顔がいっぱいで戦
争のない社会にしたいと思
います。

大阪 B.M.C.
会長 森村 康彦

編集後記
B.M.C.Times を少しだけ
リニューアルしました。いつ
もまとまりのない文章です
が、引き続きご愛読くださ
い。
今回沖縄では貴重な体
験をしました。チェックインと
チェックアウトが違うホテル
名だったのです。１月３０日
にチェックインした時は「沖
縄ハーバービューホテルク
ラウンプラザ」。２月１日チェ
ックアウト時には「ANA クラウ
ンプラザホテル沖縄ハーバ

せっかくの沖縄なので観
光をしました。広島に来てか
ら戦争について考えることが
多くなったのです。うまく表
現できませんが、戦争は「勝
った」「負けた」ではなく「戦
争が終わった」ことに意義が
あるのではないでしょうか。

■「いいね！」の予定
２月・・・大阪（今回掲載）
３月・・・東北（次回掲載）
佐々木会長、東北のいいと
ころを教えてください。

