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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ＢＭＣ夏期研修
会
・ＨＲＳ情報

・沖縄いいね！

沖縄 B.M.C.

編集後記

全国ＢＭＣ夏期研修会
いよいよ来月、全国ＢＭＣ
夏期研修会が開催されま
す。会長会の議題は、会計
報告（中間報告）、ウエブサ
イトリニューアル後の進捗、
運営についてなどが予定さ
れています。もし、知りたい
テーマなどありましたら、地
区事務局長を通じてご連絡
ください。今回は、会長会の
あと、第３回「全国ＢＭＣ若
手コンペティション」が開催さ
れます。札幌で開催された
第１回、名古屋で開催され
た第２回、いずれも東北ＢＭ
Ｃ代表が優秀賞に輝いてい
ますがわずかな得点差でし
た。今回は「もし私がホテル

のトップになったら」という大
きなテーマとなっています。
果たして、３連覇となるので
しょうか。会長、事務局長以
外でもコンペティションの参
加は可能ですので、ぜひ見
学、応援に駆けつけてくださ
い。（地区ＢＭＣを通じて事
務局までお知らせください）
特に、ホストであります東
京ＢＭＣの皆さんは、ぜひこ
のチャンスを逃すことなく、
大会を見学してください。そ
して、合同納涼会では全国
の同士や多くのパートナー
企業の方々との交流を深め
ていただけたらと思います。

【開催概要】
場所 東京ドームホテル
日時 平成２５年７月３日
コンペティション：１５時より
懇親会及び表彰式：１８時よ
り

般社団法人日本ホテル・レ
ストランサービス技能協会に
変わります。
残念なことは、今回の総
会を持って井上会長、前田
専務理事、田中事務局長が
退任することです。 お二方
は、協会がもっとも苦境に立
っている時に、ＨＲＳの存続
のために、自らの仕事を犠
牲にして、最大の努力をして
いただきました。
井上会長、前田専務理
事、田中事務局長がいなけ
れば、ＨＲＳはもしかすると
解散させられていたかもしれ
ません。機会を見て、復活し
てほしいと願っている人が多
いことと思います。
私が、Ｈ ＲＳ の会費 滞納

や委任状の未 提出 の件に
ついて、しつこいほど発信し
たのはそのためです。３人の
方々の努力を無駄にしては
いけないと思ったからです。
ＨＲＳは、財政面の立て直
しなど、まだまだ問題が山積
しています。友好団体である
我々ＢＭＣが今どのようなこ
とができるのか、各地区にお
いて議論してみてください。

外部審査員として、オータ
パブリケーションズ太田社長
と日本綜合テレビ羽藤顧問
が来てくださる予定です。

以上
全国ＢＭＣ
会長 伊藤 保

ＨＲＳ情報
５月２８日ＨＲＳ定時総会
が開催されまし た。今回は
定款変更もあり、会員の４分
の３以上の承認を必要としま
した。ＨＲＳは個人会員が多
く、委任状を集めるために、
事務局が大変な苦労をしま
した。送られてきたものに記
入して返信するだけのことが
なぜ出来ないのでしょう。会
員は会員としての権利ととも
に義務もあることを理解して
ほしいものです。これは社会
人なら当然のことだと思いま
す。さて、それはさておき、
何とか承認に必要な委任状
の数も整い、無事に総会は
終了しました。
厚生労働省からの、改善
指導事項などもクリアし、一

尚、新役員は次の通りで
す。
会長 森本昌憲 様
専務理事 芳賀孝博 様
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全国 B.M.C.会員の皆さ
まハイサイ（こんにちは）。こ
のフレーズでの挨拶は、これ
で３回目です。最初に、東北
の皆さまには、一日でも早く
復興されるよう心からお祈り
申し上げます。
今年１ 月の 沖縄 B.M.C.
総会で承認を頂きまして、２
期目の会長を務めさせて頂
きます。更なる発展に協力し
ていきたいと、気を引き締ま
る思いです。１月の全国
B.M.C. 総 会 で は 、 全 国
B.M.C.伊藤会長はじめ、役

員の皆さま、北海道から九
州地区会長、事務局長、多
くの会員・関係者の皆さまが
沖縄にお越し頂き、全国
B.M.C. 新 春 の 集 い に 合 わ
せて、沖縄 B.M.C.３０周年
行事が、成功裏に終われま
した事に心から感謝申し上
げます。沖縄地区初代会長
大倉巌さんはじめ歴代会長
と、本当に久しぶりにお会い
することができ、３０年という
歴史に感銘を受けた次第で
す。沖縄 B.M.C.の会員も１
社、賛助会員 ３ 社増え まし
た。沖縄の各役員、会員の
皆様の協力に感謝いたしま

す。
沖縄の近況ですが、３月７
日に「南ぬ島（パイノシマと
読む）新石垣空港」がオー
プンいたしました。滑走路が
以前の空港より長くなり、大
型のジェット機も乗り入れの
利便性が向上しました。例
年３月、４月は比較的、観光
客は尐ないそうですが、新
空港の影響で休む暇も無い
くらい、忙しい時期になった
そうです。県内のホテルも
徐々に増えつつあります。６
月２７日には「ホテルモントレ
沖縄スパ＆リゾート」がグラ
ンドオープンいたします。

約１万坪の敷地内に、３３９
室、８つの料飲施設、４つの
宴会場、チャペルを有する
フルサービスのリゾートホテ
ルです。今年から B.M.C.会
員ですので、是非とも応援し
たいと思います。また、私自
身も携わっているのですが、
４０年前に開業した「東南植
物楽園」というレジャー施設
が２年前に閉鎖されていまし
たが、今年７月６日に再オー
プンすることになりました。敷
地面積４０万㎡、２０００種を
越す亜熱帯、熱帯植物を有
する植物園です。沖縄の小
中高校に通っていた人たち
は、必ず遠足で足を踏み入

れている場所です。また、１
０００名規模の MICE、テー
マパーティー、ガーデンウエ
ディンングでもよく利用され
ていました。「よみがえり」を
テーマに再開園です。
沖縄ではホテルが年々増え
続け、仕事の供給が増えて
きています。しかし、４、５年
前と比べて、若者のホテル
就職率ですが、残念ながら
下がっているような気がしま
す。レストランサービス技能
検定受験者も年々減尐して
いる事も事実で、若手育成
に沖縄 B.M.C.会員一同知
恵を絞っている最中です。
専門学校では、ウエディング

プランナーを希望する若者
が、年々増えています。沖
縄のリゾートウエディング件
数は、昨年９１１８組みで、過
去最高でした。ホテルに隣
接するチャペルが２４施設以
上あり、チャペルが身近に
感じられる地域です。アジア
地域からも４７０組の利用が
あり、伸びていく分野で期待
大です。
沖縄は梅雨も明け、これ
から夏本番で紫外線が痛い
季節です。最後に７月の夏
期研修で皆さまにお会いす
ることを楽しみにしていま
す。
沖縄 B.M.C.
会長 新川 悟
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広島では毎年６月の第１
週目金曜日～日曜日の３日
間「とうかさん」というお祭り
があります街中が浴衣を着
た人たちでにぎわいます。
夏はすぐそこまで来ているっ
ていう感じがします。浴衣を
着ているのは老若男女。き
っと着物屋さんが火付け役
だと思います。
世の中には、こうした類の
ものが多々あるのでは、とい
うことで、先日テレビ番組「月

曜から夜更かし」のスタッフ
からＢＭＣにメールが届きま
した。「ジューンブライドを広
めたのはＢＭＣらしいけど、
詳しく教えてほしい」。
たまたま、全国ＢＭＣ役員
会の日だったので、みんな
で相談しましたが、あいにく
当時のことを詳しく話せる人
はなく、スケジュールも合わ
なかったので取材にはいた
りませんでしたが、先日事柄
だけオンエアされました。
さて、今月の沖縄いいね

北海道 B.M.C.
はとても元気が出ました。今
会長 平尾 昌司
度は夏に沖縄に行きたくなり
ました。
■「いいね！」の予定
６月・・・沖縄（今回掲載）
７月・・・四国（次回掲載）
８月・・・東京
９月・・・京滋奈
１０月・・・中国
次回は四国 B.M.C.中西
会長です。四国を PR してく
ださい。

