
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容: 

 
・東京アンダーズオープ
ン！ 

 

 

・コンペテョションについて 

 

 

 

 

 

 

・沖縄いいね！ 

 

沖縄 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。 

東京都港区の虎ノ門ヒル

ズに、東京アンダーズが開

業しました。加藤あいさん

が、挙式･披露宴を行なった

ことでも話題になりました。 

芸能人が結婚式にホテルを

利用してくれることは我々に

とってはとてもいいことだと

思います。親しい友人やお

世話になった人たちに参加

してもらおうと思ったら、やは

り海外挙式ではなく国内で

の挙式になるのではないで

しょうか。彼女がホテルを選

んだ理由はわかりませんが、

ホテルを利用したいと思うカ

ップルが増えるといいです

ね。 

東京アンダーズオープン！ 

コンペティションについて 

 
 
先日、公益社団法人日本

ブライダル文化振興協会（Ｂ

ＩＡ）の The Master of Bridal 

Coordinator コンテストが開

催されました。 

毎年、出場する選手もい

るほど人気の高いコンテスト

です。このコンテストで優勝

するためには日頃の接客だ

けでは無理です。予選は婚

礼に関する一般常識問題も

あります。知識も接客の技術

も必要なのです。たとえ自分

なりの最高のストーリーを作

ったとしても役に立たないの

がロールプレイング試験で

す。ゲストに伝えるべきこと

は、自分が説明したいことで

はなく、ゲストが知りたいこと

供給過多ではないかと思

われるホテルですが、宿泊

だけをみるとそうでもないよう

です。２０１３年の訪日外客

数は１０００万人を超えまし

た。これは円高や東南アジ

ア諸国の査証緩和措置、

LCC の就航など様々な要

因があります。特に増加した

のは、台湾、香港、タイ、シ

ンガポール、マレーシア、イ

ンドネシア、ベトナム、イン

ド、豪州、フランスだそうで

す。（JINTO発表） 

宴会料飲部門が関係する

ところでは「MICE」及び宿泊

者への食事の提供です。 

今まで、宴会料飲部門で

は、宿泊部門と比較して英

語の能力はそれほど重要と

されていませんでした。しか

し、これからの時代は必要に

なるでしょう。 

 我々はプロフェッショナ

ルです。英語に限らず、フラ

ンス語、中国語、韓国語など

複数の語学を習得するよう

にしなければいけません。そ

れができてこそ、ホテルの宴

会料飲部門が活躍できるの

です。 

 

全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長 

 伊藤 保 

なのです。 

自分の主張だけでは相手

の腑に落ちないのです。 

もう一つコンテスト参加に

欠かせないのが「環境」で

す。コンテストへの参加に理

解ある職場環境が大事で

す。コンテストは成長のチャ

ンスです。参加するために

は必ず普段しない勉強をし

ます。その時間を作れる環

境が必要です。 

７月に名古屋で開催され

る全国ＢＭＣ夏期研修会で

は、会長会に続き、第４回若

手コンペティションが開催さ

れます。各地区の選考状況

は如何でしょう。 

どこのホテルのスタッフが

選ばれたとしても、地区代表

として、全員で応援してくだ

さい。ギリギリまで内容をブラ

ッシュアップしてください。 

コンテストは他にもＨＢＡ

主催のカカウテルコンペティ

ションやＨＲＳ主催のサービ

スコンクールや、中央職業

能力開発協会の技能グラン

プリなどもあります。 

仕事の上で、一番のモチ

ベーションは目標があること

ではないでしょうか。 

 

全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長 

伊藤 保  
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全国 B.M.C.会員の皆さま

ハイサイ、沖縄 B.M.C.新川で

す。沖縄は梅雨まっただ中で

天候も不順ですが､６月２３日

頃には梅雨明けを予想してい

ます。今年３月に日本政府

が、地域を限って規制緩和す

る国家戦略特区の第１弾に沖

縄県を指定することが決まりま

した。地域特色を生かし国際

的な観光地の形成、沖縄科

学技術大学院大学を中心に

研究開発の拠点化、①世界

水準の観光リゾート地形成プ

ロジェクト、②沖縄科学技術

大学院大学リーディングイノ

沖縄いいね！ 

 

い･･･なのでしょうか。 

ホテルマンは、目標を持て

ない業種なのでしょうか。 

しかし、光明が見えました。

「第 4回全国 B.M.C.若手コン

ペティション沖縄大会」がラグ

ナガーデンホテルにて開催さ

れ、エントリー5 名でしたが、

29 名のギャラリーの応援があ

り、若手コンペティションの回

を重ねる度に増えています。

ギャラリーの中に、エントリー

者の家族が参加していまし

た。コンペティションは会社・

協会の行事であり、「普通は

来ない方々だな。」と思いまし

たが、家族が参加している事

私事ですが、６月１日付

で、古巣のホテルグランヴィ

ア京都に異動になりました。

主に接遇に特化した部署で

初めての職種になります。か

といって宴会料飲部門を離

れたわけではありません。し

ばらくは充電期間として大切

に過ごしていきたいと思いま

す。 

異常気象は今年も続いて

いるようです。北海道では５

月中旬に北見で雪が降った

かと思えば、先日は音更町

全国 B.M.C. 
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ベーションプロジェクト、③カ

ジノを含む沖縄統合リゾート

の導入と、三つを掲げていま

す。国内外の企業の投資や

人材を呼び込み、経済活性

化につなげる制度で、地域振

興の従来の特区制度とは違

い、国主導で国際競争力が

高い拠点づくりを目指すそう

です。外部から入客を呼び込

み、経済効果波及に期待でき

ます。 

昨年の観光入客数は 641

万 3,700 人となり過去最高を

記録しました。地元のオリオン

ビールのホテル オリオンモト

ブリゾート＆スパ、またヒルトン

ホテルも北谷町に、相次いで

ホテルがオープンします。新

規ホテルが次々に建つことは

経済効果としていい方向に向

っているように見えます。ここ

まではプラスの要因ばかりで

す。 

しかしながら沖縄では、FB

スタッフに限らず、ホテルマン

の働き手が減少しています。

全国でもそうでしょうか。募集

をかけてもなかなか集まらな

い状況が続いています。ホテ

ルの仕事は、長くてキツイ、

髪、化粧、身だしなみにうるさ 
 

は、なんて素晴らしい事だろう

とすごく暖かい気持ちになりま

した。我が子が会社の代表に

なり、わざわざ足を運びドキド

キしながら応援します。家族

がホテルの仕事を理解してい

る、自分の仕事に誇りを持っ

てエントリーしたのだろうと、勝

手ながら想像してしまいまし

た。コンペティションにエントリ

ーする事で、自分の仕事を見

つめ直す機会ができ、これか

らの目標を設定し、考え抜い

てプレゼンすることはとてもい

い経験だと思いました。家族、

上司、同僚の応援を受けたホ

テルマハイナウェルネスリゾー

トオキナワ料飲課 照屋 智美

さんが見事優勝、沖縄代表と

して名古屋で開催される全国

大会に出場を決めました。 

照屋さんが「おもてなし」を

思い切り全国の皆様に主張

することを期待し、名古屋の

夏季研修会、若手コンペティ

ションで全国の皆様にお会い

できる事を楽しみにしていま

す。 

 

沖縄 B.M.C.会長  

新川 悟 
 

駒場でその日の最高気温を

観測されました。音更町駒

場は私の実家がある地区で

す。６月は朝晩ストーブを炊

くこともあるくらいなのに３８

度という信じられない気温で

した。 

また北海道には梅雨がな

いと言われているように、こ

の時期ジトジトした長雨はあ

まりありません。それが１週

間近く雨が続いたというので

すから、異常気象以外の何

者でもありません。 

夏はゲリラ豪雨にも気を

つけなければいけません

ね。今までどおりの危機対

応マニュアルではうまくいか

ないことを想定しましょう。 

 

■「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 

次回四国 B.M.C.中西会

長です。四国を PR してくだ

さい。 
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