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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:

ウェディング業界の裏事情？？？
・ウェディング業界の裏事
情？？？

・HRSnews より

・ぼっけえええで倉敷！

先日、中居正広のミになる
図書館「ウェディング業界 お
金のカラクリ禁断の裏情報／
知らないと大損!?現役のプロ
も大暴露」というバラエティー
番組が放映されました。
・相談カウンターで受付する
と客の身なりをウェディング
プランナーに報告!?
足元を見るということらしい。
また料理の写真の撮り方で
高い料理を選ばせるようにし
ているらしい。
・人気のない月の仏滅は１０
０万円近く安くなることも!?
もともとウエディング業界は
値段があってないようなもの
とのこと。しかし、仏滅でも三

連休の中日は人気がありま
すよね。
・レンタル料４０万円のウェデ
ィングが１万円で買える！
３回貸したら元をとれる。
ぼったくりってこと？
これは衣装屋にしかわから
ない。
・結婚式を挙げた５割の人が
後悔！
４０万払ったカメラマンがア
ルバイト!?
心配なら持ち込み料を払っ
てでも自分で選ぶべき。
・トラブル続きで半額返金！
プランナーが本番４日前に
失踪！？
本当の話でしょうか？
テレ朝ですからね・・・。

概ね以上のような内容で
した。身に覚えがあります
か？ないでしょう？しかし、こ
れがイメージなのです。バラ
エティーだからと言って馬鹿
にしていてはいけません。視
聴者はこれが真実だと思い
込んでいます。これから結婚
式をあげようと思っていた人
で、この番組を見てやめよう
と思った人もいるでしょう。
番組を批判するのではな
く、結婚式はこんなに素晴ら
しいものだというような取材を
受けられるよう努力しなけれ
ばいけません。
以上
全国ＢＭＣ
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HRSnews より「企画委員会」がスタートしました」
編集後記

このたび、ＨＲＳの新しい
委員会として「企画委員会」
が発足しました。企画委員会
としての役割は（1）新たな事
業の研究開発（2）会員の交
流と研鑽の支援活動が主た
る活動となります。ＨＲＳは本
年４月、それまでの公益法人
（特例民法法人）から一般社
団法人としてリスタートし、収
益事業への取り組みもできる
ようになりました。しかしなが
ら具体的にどのような事業活
動を組み立て、実践していく
ことが会員の皆さんにとって
喜ばれ、同時に協会の収益
にも貢献できる事業となり得
るかは、まだ手探り状態であ
り難しい課題でもあります。こ

こ数年の会員減少傾向か
ら、会員のための事業推進
活性化は喫緊の課題でもあ
り、またひっ迫している協会
財務の状況を考えますと、収
益貢献に結びつく事業の開
発も急がなけれ ばなりませ
ん。
２０２０年東京で開催予定
のオリンピック・パラリンピック
に向け、また観光立国として
の国策からも、日本を訪れる
海外旅行者数は大きく伸び
ております。料飲業界に対
する期待の高まりとともに接
遇サービスの質の向上も求
められており、業界各社にお
ける教育ニーズも高まってい
ます。ＨＲＳとしては、当協会

が持つ「人財」という最大の
資産を活用し、これらのニー
ズに応える教育プログラムも
急ぎ組み立てていかなけれ
ばなあｒないと考えておりま
す。現在総務委員会が中心
となって進めております「会
員増強運動」の中でも、新規
入会の法人会員に対し
「Welcome 研修」として接遇
サービスの基本研修を無料
で提供するキャンペーンが
組み込まれておりますが、こ
の研修プログラム も企画委
員会とし て最初の活動取り
組みとなります。（後略）
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倉敷は、倉敷川沿いに建
ち並ぶ白壁の町並みや日本
最初の私立 西洋近 代美術
館・大原美術館のある、「倉
敷美観地区」のをはじめ、本
年指定８０周年を迎えた、日
本で最初の国立公園の一つ
である瀬戸内海国立公園内
の代表的景勝地「鷲羽山」
や道路・鉄道併用橋として世
界最長を誇る「瀬戸大橋」な
どを有し、また「国産ジーン
ズ発祥の地として」も有名な
「児島地区」など県内屈指の
観光地があります。さらに、
良寛和尚ゆかりの禅寺「円

通寺」で有名な「玉島地区」
や最先端の産業技術が集積
する産業観光の拠点水島コ
ンビナートを有する「水島地
区」、奈良時代の大学者吉
備真備公を顕彰した「まきび
公園」や特産のタケノコで有
名な「真備地区」、果物の女
王「マスカット・オブ・アレキサ
ンドリア」を原料としたワイン
作りを行っている「ふなおワ
イナリー」やスイートピーの産
地としても有名な「船穂地
区」など、市内各地に多種多
様な観光資源があります。
平成２５年に本市へ訪れ

た観光客数は、美観地区３４
１万人。鷲羽山１８２万人。由
加山３８万人。円通寺など玉
島周辺８万人で、美観地区
では前年比０.９％減となった
ものの市全体としては６３２万
８千人となり昨年（６２４万４千
人）を１.３％上回る数字とな
りました。
白壁の美しい町並み、倉敷
美観地区
白壁の町、文化の町とし
て有名な倉敷は、江戸時
代、天領として栄えた商人の
町でもありました。その中で
も美観地区、本町・東町の町

並みは、古き情緒を今も色
濃く受け継いでいます。白壁
の屋敷、建築様式に息づく
江戸の風情、倉敷川沿いの
柳並木、そんな倉敷の象徴
的な風景は、いつの季節も
そぞろ歩きがよく似合いま
す。「ひやさい」と呼ばれる裏
路地に数多く点在する隠れ
た名店、そんな自分だけの
「倉敷」を探しに出かけるの
もまた一興。何度訪れても新
しい発見がある、いろいろな
顔を持つ魅力ある町。それ
が倉敷です。そして、初めて
倉敷を訪れるなら、まずは

「大原美術館」へ。日本初め
て誕生した私立西洋近代美
術館には、世界的に有名な
名画がずらり。陶芸・木版
画・染物・東洋の古代美術
館も展示しており、手軽に倉
敷の歴史・文化を触れること
ができます。他にも倉敷エリ
アには、旧石器時代の生活
道具などを展示する「倉敷考
古館」、世界中の民芸品を
集めた「倉敷民藝館」など、
文化施設が充実していま
す。また、旧倉敷紡績倉敷
工場を再開発した「倉敷アイ
ビースクエア」では、陶芸教

室など体験型の施設があり、
子供から大人まで楽しめま
す。江戸から守り受け継がれ
る美術・文化にふれ、散策す
るのもいいかもしれません。

用意しようかと考えていま
す。
みなさんも私がデューテ
ィーマネージャーの時に
「旅の手帖」を持って泊まり
にきてください。
私は京都に帰ってきてか
ら、休日には朱印帳を持参
して社寺仏閣を巡っていま
す。
今、最後の頁はどこにす
るかを考えています。それ
までは長生きしなければい
けないと言う訳です。
この年になると、こう言う

趣味を持つのもいいです
ね。

そんな倉敷に是非、いっぺ
んきて～ヨ
中国 B.M.C.会長
藤原 浩二

編集後記
秋の行楽シーズンがや
ってきました。旅の楽しみ
方は人それぞれで、「旅の
手帖」なるものを持ち歩くゲ
ストが増えてきました。
朱印帳のようなもので、
ホテルが一言や一句を添
えて記念スタンプを押しま
す。よく考えてみると、違う
ものを集めたいと思うのが
人の心理なので、同じとこ
ろには二度泊まらないので
はと考えてしまいます。
そこで、４つ揃って初め
て完成するようなサインを

■「いいね！」の予定
１０月・・・中国（今回掲載）
１１月・・・九州（次回掲載）
１２月・・・名古屋
１月・・・北陸
次回九州 B.M.C.天方会
長です。九州を PR してく
ださい。

