
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容: 

 
・全国ＢＭＣ夏期研修
会報告 

 
 
・ウエディングシンポジ
ウム 2013のご案内 

 
 
 

 
 
 

・四国いいね！ 

 

四国 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。 

７月３日東京ドームホテル

に於いて、全国ＢＭＣ夏期

研修会並びに第３回全国Ｂ

ＭＣ若手コンペティションが

開催されました。 

会長会の冒頭、会長挨拶

で、年初に掲げた行動方針

「挑戦、変化、成長」につい

て進捗状況をお話しました。 

「挑戦」・・・ホームページ

のリニューアル後、問い合わ

せが入るようになり入会希望

が３社ありました。また、テレ

ビ局からの問い合わせもあり

ました。  

「変化」・・・ホームページ

のバナーを利用し、財務状

況の改善に取り組んでいま

全国ＢＭＣ夏期研修会報告 
 

ウエディングシポジウム２０１３のご案内 
 今年で３回目となりますウ
エディングシンポジウム２０１

３が、８月６日日（火）そごう

横浜店９階の新都市ホール

において開催されます。「こ

れからの日本のウエディン

グ」と題し、基調セミナー、パ

ネルディスカッションを行い

ます。今年も熱いトークが繰

り広げられると思います。以

下、ウェブサイトの案内ペー

ジを転載します。 

 

「ものすごいスピードで変

化していくウエディング業界

の動向の中で、業界側の悪

しき習慣を、顧客からも信頼

されるような新たな習慣に作

り直し、未来に向け婚礼文

化を守りつつ、新たな産業ス

す。ホームページを活性化

させ、入会施設を増やし、地

区への十分な補助を行いた

い。 

「成長」・・・ＢＭＣが社会

に影響力のある団体になる

ことを目的に週刊ホテルレス

トランの紙上座談会に出さ

せていただきました。 

会長会の後、第３回全国

ＢＭＣ若手コンペティション

が開催されました。今回のテ

ーマは「もし、私がホテルの

トップになったら」 。 

大阪ＢＭＣを除く１１地区

の代表が、一人６分という持

ち時間の中で、それぞれの

主張を語りました。 

優秀賞は東北ＢＭＣ代表

八戸プラザホテル料飲部の

佐々木千亜紀さんでした。 

これで東北ＢＭＣの三連

覇となりました。 

毎回レベルが上がってい

て、主催者としては非常に

嬉しく思います。 

外部審査員のオータパブ

リケーションズ太田社長から

は「１０１人からのメッセージ」

が選手全員にプレゼントさ

れました。 

 

             以上 

全国ＢＭＣ 

会長 伊藤 保 

タイルを見つけて行く為には

どうしたら良いのかを皆で考

える場として今年も開催致し

ます。」 

 

残念ながら私は、今年は

不参加ですが、とても素晴ら

しい会ですので、ぜひお誘

いあわせの上ご参加くださ

い。 

受付１６：３０ 

開演１７：００～１９：００ 

事前振込み４０００円 

当日５０００円ですので、

事前登録をお勧めします。 

また終了後、懇親会も開

催されます。 

受付１９：００ 

懇親会１９：３０～２１：３０ 

場所 崎陽軒本店４Ｆ「ダ

イナスティー」 

事前振込み６０００円 

当日 ８０００円 

こちらも事前申し込みを

お勧めします。 

 

詳しくは、ＷＥＢサイトをご

覧ください。 

 
http://www.wedding-
festa.jp/symposium2013/  
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皆様、楽しくお仕事されて

いますか？  

平成２５年度全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.

夏期会長会、第三回若手コ

ンペティションでは、全国Ｂ.

Ｍ.Ｃ.役員の皆様、東京Ｂ.

Ｍ.Ｃ.の皆様に本当にお世

話になり、ありがとうございま

す。この場をお借りし御礼申

し上げます。 

さて、三回目の若手コン

ペティションは東北Ｂ.Ｍ.Ｃ.

代表 佐々木さんの優勝で

幕を閉じました。齋藤副会

長が講評で述べられたとお

四国いいね！ 

 

に・・・どれだけ真剣に考え、

行動してきたのか。過去、手

本を示されたすばらしい諸

先輩方も身近におられます

が、ホテルの料飲部門が再

び輝く存在になり、若者が目

指す職場になることができる

ように頑張るのはやはり我々

なのだと思います。若い仲

間に頂いた言葉を大切に、

本気の思いを行動に移すの

は いつですか？さぁ ごい

っしょに・・「今でしょう」 

 これから四国（高知）の話

です。関東甲信地方は７月６

日に梅雨が明けたと発表が

ありましたが、四国はまだま

だ明けそうになく、湿っぽく

たまたま、2 週続けて東京

へ行くことになったのですが

実は、断った案件が３つあり

ます。何かが開催されるの

はやはり東京ということなん

ですね。 

私は、本の一部しか知りま

せんが、東京駅周辺も変わ

りましたし渋谷周辺も変わり

ました。 

新しい商業施設ができる

と、そこには新しい飲食ゾー

ンができます。 

全国 B.M.C. 

2013-2014年度会長 
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り、回を重ねるたびに内容の

レベルアップしすばらしい内

容になってきているように思

います。他の地区代表の

方々も十分内容の濃い発表

であったと思いますが、その

中でも早くも伝統を感じさる

東北代表 佐々木さんの思

い（気概といったほうが良い

のでしょうか）は他の発表者

を少し上回っており、その差

が三連覇という結果につな

がったのかと感じます。（応

援の方々の気持ちも大変強

いと思います） 

ホテルの料飲をこれから

背負っていかれるであろう多

くの若者が述べておられた

「お客様に向き合うこと」「一

緒に働く仲間に向き合うこ

と」を大切にしたいという内

容は、いま料飲部門を担当

している我々ができていな

いことの裏返しなのだと強く

思います。頭では理解でき

ていても、口にしてはいて

も、お客様や共に働く仲間

に本気で向かい合っている

と自分自身が言い切れるの

か と考えてみたときに、ま

だまだという思いが私にはあ

ります。 

本気は周りの方々に見えま

す。 誰のために、何のため 

大変蒸し暑い状態です。都

会は景気が上向きで・・四国

も少しいい感じなんて報道さ

れていますが、実感はなく厳

しい状況は変わりません。 

 そんな中 高知のＢ.Ｍ.Ｃ.

会員ホテルを中心に、全国

でも低い実施率を誇る？「結

婚披露宴」をなんとか増やそ

うと数社が一緒になって活

動を始めています。専門学

校の講師として結婚披露宴

の現実を実際に担当する若

手プランナーがお話をさせ

ていただく計画、パパママ

家族が集まるイベント会場で

披露宴開催に関する意識ア

ンケートの実施計画、披露

宴実施キャンペーンをテレ

ビでやっちゃおう計画などな

ど・・・。人口も少なく、若者

の流出も多い地方で披露宴

マーケットが縮小する一方

ではお先真っ暗なので、積

極的に働きかけて少しでも

パイを大きくしたいなぁと思

っています。 

 これから、暑い（熱い）高知

の夏です。 結果をだして皆

さんに報告できるよう頑張っ

てみます。 

  では、また冬に京都でお

会いするのを楽しみにして

おります。 

         四国 B.M.C.  

会長 中西 克行 

既存の施設は顧客を奪わ

れないように努力します。 

この努力が、単なる安売り

になってしまうと、経営が成り

立たなくなってしまいます。 

その結果、ホテルで働き

たい若者の職場を失うことに

なるのです。 

 

今回の若手コンペティショ

ンの発表者が、ホテルのトッ

プになることを期待します。 

 

 

■「いいね！」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 

 

次回東京 B.M.C.高橋会

長です。東京を PR してくだ

さい。 

編集後記 
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