
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容: 

 
・全国 B.M.C.総会 

 

 

・若手コンペティションテー
マ決定 

 

 

 

 

 

 

・大阪いいね！ 

 

大阪 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。 

１月２９日、ウエスティン都

ホテル京都において、平成

２６年全国 B.M.C.冬期総会

が開催されました。総会での

挨拶をここに記載いたしま

す。「平成２５年度の取り組

みとして“挑戦”“変化”“成

長”を掲げました。具体的に

はホームページのリニューア

ル、財政状況の改善、社会

のためになる有益な団体に

なることです。ゆっくりではあ

りますが、着実に成果がで

てきています。みられたよう

に思います。昨年はホテル

業界にとって苦難の年にな

りましたが、こういった時こそ

ＢＭＣが先頭に立って襟を

全国 B.M.C.総会 

若手コンペティションテーマ決定 

 
 
第４回目となる若手コンペ

ティションのテーマが決まり

ました。テーマは「私にとっ

ての『おもてなし』『ホスピタリ

ティー』とは」です。他にも多

数のテーマ案の応募をいた

だきました。ありがとうござい

ます。この場を借りて御礼申

し上げます。参考までに、第

１回は「料飲業界にモノ申

す 」 （ 開 催 地 区 北 海 道

B.M.C.）、第２回は「何故若

者がホテルから離れていく

の か 」 （ 開 催 地 区 東 北

B.M.C.）、第３回は「もし私が

ホテルのトップに立ったら」

（開催地区東京 B.M.C.）で

した。 

今回このテーマに決まっ

正す役目を負わなければい

けないのかもしれません。そ

して今後、全国 B.M.C.の活

動を活発にするために、５年

前に前任の清原会長が掲

げた法人化にもう一度取り

組み、一般社団法人へのチ

ャレンジをしたい。」 

総会では、会計報告、予

算案、次期役員について話

し合いました。 

法人化については「社会

的信用力の向上」「法人名

義での契約が可能」「地方

自治体や業績機関の仕事

がしやすくなる」「友好団体と

の交流の活発化」「会員の

増強」「ビジネス的資源の確

保」の６項目をメリットとして

掲げて説明しましたが、今回

の総会では合意に達するこ

とができませんでした。 

会員の皆さまの活動がよ

り良いものにするのが最大

の目的です。「賛成か反対

か」ではなく、「どうすれば出

来るか」という意見をお待ち

しています。 

 

全国ＢＭＣ 

会長 伊藤 保 

た一番の決め手は、２０２０

年の東京オリンピック招致で

話題になった言葉であること

です。最近、「おもてなし」と

いう言葉が軽々しく使われる

ようになって、複雑な思いを

していました。今一度、本当

の「おもてなし」を訴えてい

ただけることを期待していま

す。 

若手コンペティションは、

５年後、１０年後のホテル業

界を存続させるための優秀

な人材を育成しようという目

的で始められました。 

各地区予選を勝ち抜いた

代表選手による発表は、内

容もさながらそのスピーチそ

のものも素晴らしいもので

す。詳しい要綱は、近日中

に送られると思いますので、

スタッフの方にお知らせして

ください。若い人たちは、こう

いった機会を強く望んでい

ます。せっかくの芽を摘んで

しまわないようにしましょう。 

次回の若手コンペティショ

ンの開催地区は名古屋

B.M.C.です。 

名古屋での熱い戦いを期

待しています。 

 

全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長 

伊藤 保  

発行日：2014 年 2 月 28 日 

第 13 号 

2013-2014 

B.M.C. Times 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪 B.M.C. 

１月の全国ＢＭＣ冬期

総会お疲れ様でした。 

開催地の京滋奈Ｂ.Ｍ.Ｃ．

の皆様に改めて心より感

謝申し上げます。また、懇

親会での乾杯が京都市

の清酒普及促進条例に

沿った趣向でさすがで

す。官民あげて清酒の普

及活動いいですね。最近

は焼酎が宴会・婚礼で出

ていますが、この機会に

清酒も再度提供する趣向

大阪いいね！ 

 

また、事務局長の藤谷

さんは副会長に、事務局

長は住吉大社の吉田さん

に就任いただく予定で

す。全体の布陣は４月総

会承認後に報告させて頂

きます。 

これで、ほんとうに会長

を退任致しますので、ご

安心ください。全国の皆さ

んいろいろありがとうござ

いました。 

私ごとですが、今年６０

歳で還暦と厄年を迎えま

ソチオリンピックが終わり

ました。日本の獲得メダル数

は過歴代２位らしいですね。

私は個人的には自国のメダ

ルの獲得数は気になりませ

ん。オリンピックの見所は平

和を願う精神にあると思って

います。今回のクロスカントリ

ー男子スプリントでカナダの

コーチがロシア選手に対し

てとった行動は、まさしく大

陸を越えた平和の祭典では

ないでしょうか。 

さて、先日婚礼の余興に

全国 B.M.C. 
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を考えたいと思います。 

さて、３回目の寄稿とな

ります。全国１２地区なの

で昨年も同じ時期の寄稿

でした。 

その時皆様に大阪ＢＭＣ

会長退任の挨拶を寄稿さ

せて頂きました。しかしな

がら会長交代人事がスム

ーズにいかず１年間続投

しておりました。その節は

お騒がせ致しました。 

その後昨年４月に会則

変更して、今期は私が続

投し２０１４年度からは持

ち回り人事に変更致しま

した。この４月の大阪ＢＭ

Ｃ総会例会で正式承認と

なりますが、順番で神戸

ポートピアホテルさんに会

長職をお願いすることに

なりました。会長職には、

現在大阪ＢＭＣ副会長の

松下さんが、会長に就任

予定となっております。全

国の皆様宜しくお願い致

します。 

した。６０歳は還暦で祝い

ごとだけと思っていました

が、厄年でもあることが分

かり急遽厄払いに行って

きました。 

思い起こすとホテル業

約３５年、ちょっと疲れが

出てきました。ＢＭＣには

参加を始めて約２５年で

す。同世代のメンバーは

徐々に定年退職が始まり

ました。自分がその歳に

なって目前になるとちょっ

と寂しい感じです。しかし

ながら、全国ＢＭＣに出席

の会友の大先輩方の元

気を拝見すると、まだまだ

元気だして現役続行を目

指してがんばります。 

３月は会社も人事異動の

季節です。異動によりＢＭ

Ｃを離れることもあると思

いますが今までのＢＭＣ

の絆を大切にして人生を

楽しんでください。 
 

大阪 B.M.C. 

会長 森村 康彦 

関するアンケートに対して多

数の回答をいただきありがと

うございます。集計結果を公

表させていただきます。 

まず下着１枚での余興が

事前にわかっていた場合、

お断りするが６７％、当日発

覚した場合に中断させるは３

５％でしたので、７７％がや

ってしまっているということに

なります。全裸の余興が事

前にわかっていた場合、お

断りするは９２％、当日中断

させないが１２％ですので、

１９％がやってしまっている

ことになります。地域の慣習

であったり、会社の伝統芸で

あったり、理由は様々だと思

いますが、披露宴の実施率

を上げるためにも、披露宴

の質を守るのも我々の役目

だと思います。 

■「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。 

編集後記（余興に関するアンケート集計） 
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