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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:
・二度目の東京オリン
ピック

・京滋奈いいね！

二度目の東京オリンピック
９月７日（日本時間９月８
日）ブエノスアイレスで開か
れた国際オリンピック委員会
総会において、２０２０年夏
季五輪開催地が東京に決ま
りました。官民一体となり招
致活動を成し遂げた結果で
しょう。特にＩＯＣ総会でのイ
スタンブール、マドリード、日
本による最終プレゼンテー
ションでは、これまで日本人
には無かったアピール度と
言うのでしょうか、誠実では
あるが何となく迫力に欠ける
印象では無くて、実に堂々と
「笑顔」「ジェスチャー」の豊
富なスピーチを各プレゼンタ
ーがフランス語、英語、スペ

イン語等を駆使したプレゼン
をされており力強さを感じる
と共に誇らしく思えたのは、
私だけではないと思います。
特に滝川クリステルさんのプ
レゼン「お・も・て・な・し」は
何故か感動し ました。戦後
の復興を世界へアピールし
た１９６４年の東京オリンピッ
クでは、まだまだ発展途上
で有ったかとは思いますが
戦災からの復旧、復興した
東京いや日本を広く世界に
印象付ける事ができました。
２０２０年大会では、東日本
大震災で大打撃を受けた東
北地方、日本経済、そして
世界各国より受けた心温ま

る支援に報いる為、未だに
汚染水漏えい問題等、終息
には程遠い 福島原発問題
は世界各国からも注目され
ている日本の現状である
が、安倍首相もＩＯＣ総会で
の最終プレゼンでは福島第
一原発の汚染水は防御され
ておりコントロール出来てい
る。と断言されており最終投
票で日本が勝てたもう一つ
の要因と言われております。
この安倍首相の発言により
福島第一原発対策への取り
組みもこれから更に加速す
る事を願い２０２０年までの７
年間で東京を中心とする首
都圏エリアのインフラ整備が
進み

進み更に進化した姿を見れ
る事が楽しみです。さて、前
回の東京五輪は１９６４年に
開催され、まさに世界各国
からのお客様をおもてなし
する為にはどうしたら良いの
か？五輪開催に間に合うよ
うにと多くのホテルが建設さ
れ たが、当時はさ まざ ま慣
習、食の嗜好の異なった世
界各国からのお客様をお迎
えし、その「おもてなし」をす
るノウハウは乏しくどの様に
対処すべきか初めての事で
情報が少なく戸惑いが有る
中、近隣のホテル担当者同
士が、情報交換しあいなが
らオリンピックを迎えたと聞
いております。そして、学
び、反省も多々有ったが東

京五輪も無事に終了し平時
に戻った時、五輪景気で賑
わったホテルも落ち着き感
が訪れ、さてこれからどうや
ってホテルの販促活動を図
ろうか思案し始めた頃、五輪
開催前の情報交換していた
仲間が集まり始めメンバーホ
テルも増え１９６７年に「東京
ＢＭＣ」の設立となりました。
ホテルでの宴集会の活性
化、お客様の求めている
事、物は何か、宴会業務効
率と商品の確立に向けた情
報交換会とし て進化し 、全
国ＢＭＣの設立、各地 区Ｂ
ＭＣの設立がなされ今日に
至っております。そのような
歴史の中で２度目の東京五
輪開催はＢＭＣとしても原点

回帰、そして進化する、進化
した日本の「 お・も・て・な・
し 」 を世界各国からのお客
様、メディア関係者に体感し
て頂き喜び、驚き、そして日
本の安心安全を自国へ持ち
帰り五輪観賞と旅の土産話
にして頂ければ東日本大震
災による原発事故風評被害
の緩和になるのではないで
しょうか。

京滋奈 B.M.C.
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全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.副会長
宮本 明

京滋奈いいね！
京滋奈 B.M.C.の北川
です。
昨年もちょうど同じくら
いの時期に B.M.C.タイム
スに投稿させていただき、
早いもので１年が過ぎまし
た。
さて、私の住まいと勤務
してい るホテルがある滋
賀県のこと を ご紹介し ま
す。滋賀県は人口が１４１
万人、日本一の面積を誇
る湖、琵琶湖がある県で
す。

ちなみに琵琶湖は滋賀
県 の 面 積 の 1/6 あ り ま
す。関東方面から関西へ
来られる方には通過県の
印象もあるのではないで
しょうか？
滋賀県は京都や奈良
にも近く、国宝の指定件
数や重要文化財の指定
件数も全国でも５位以内
に位置する等、日本の過
去の歴史を語るには欠か
せない場所です。
特産品には、日本三大

またレアなお話をすると
滋賀県産のお米（近江
米）は日本の標準米とさ
れていて、精米機メーカ
ーの食味を測る基準とな
るお米は滋賀県のお米と
されています。
そんなことで語らせると
キリがありませんのでこの
へんでお開きにします
が、来年１月の全国
B.M.C. 総 会 は 京 都 で 開
催しますが、ぜひ滋賀県
にもそして奈良県にもお
立ちより下さいませ。

お待ちしております。

ブランド牛である近江牛
が有名で、湖魚料理であ
る鮒寿司（匂いがきつい
ので私は食べません）も
有名です。
そのほかでは、婚礼の引
き出物でも使われることが
あると思いますが、バーム
クーヘンで有名なクラブ
ハリエは滋賀県のお菓子
メーカーさんで、県内に
は路面店でいくつか営業
されています。
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京 滋 奈 B.M.C. は 、
平成５年に大阪 B.M.C.
から分かれて設立され
ました。２０１４年度の全
国 B.M.C. 総 会 は 、 京
滋奈 B.M.C.の設立２０
周年を記念しての開催
となります。
２００９年１月に、京滋
奈 B.M.C.１５周年を記
念 し て 全 国 B.M.C. 総
会を大津プリンスホテル
で開催して以来５年振り
のホストです。
楽しみにしています。
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今年の夏は本当に暑い
夏でした。各地で過去最高
気温を記録し たり、最降雨
量を記録したりと、一体どう
なっているのでしょう。
私はエアコンが苦手なの
ですが、さすがに今年はお
世話になりました。電気代も
馬鹿になりませんね。
広島ではデスティネーショ
ンキャンペーンが開催され
たこともあり、観光客が多く、
ビール等の消費も多かった

と聞いています。ところが８
月後半からは、週末のたび
に台風が接近し、客足に影
響を与えました。
水不足で悩まされていた
地域にとっては恵みの雨か
と思ったら、一方で災害を引
き起こすなど、やはり嫌な天
候と言わざるをえません。
秋は食欲の秋と言われま
す。多くの方にホテルのレス
トランを利用していただきた
いものです。

■「いいね！」の予定
９月・・・京滋奈（今回掲載）
１０月・・・中国（次回掲載）
１１月・・・九州
次回中国 B.M.C.瀬島会
長です。中国を PR してくだ
さい。

