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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:

日本バンケット事業協同組合
・日本バケット事業協同組
合

・HRSnews 瓦版より

・京滋奈いいね！

９月８日（月）ホテルグラン
ヴィア広島において、日本バ
ンケット事業協同組合が平
成２６年度総会・全国大会を
開催し 、懇親パーティーに
友好団体である全国ＢＭＣ
の代表として出席してきまし
た。８月の大雨土砂災害の
復旧活動が未だ収束してお
らず、来賓として出席の予定
であった松井広島市長はや
むなく欠席されましたが、お
祝いのメッセージが届いてい
ました。
日本バンケット事業協同
組合はレセプタントを派遣す
る同業者で組織され、我々
BMC とは非常に深い関係に
あります。ご存知とは思いま

すが、レセプタントについて
説明いたします。
「（バンケット）コンパニオ
ン」という呼称は、パーティや
宴会での接遇サービスに関
わる女性に対する呼び名と
して、この職業が生まれた当
初から日本バンケット事業協
同組合が使用してきたもの
です｡しかし、当業界が使用
してきた「コンパニオン」の呼
称を、風俗営業関係サービ
ス業者も使用し始め、私ども
業界の社会的な信用はもと
より、サービスに関わる人た
ちの仕事に対する誇りを著し
く損ねてきました。そこで、組
合が「新ネーミング公募」の
呼びかけをしましたところ、

予想以上の反響がありまし
た。応募総数 5,941 通の投
書を頂き、貴重なご意見や
励ましの言葉が添えられた
声は、これからの業界活動
の方向を示す意味におい
て、得がたい財産となりまし
た｡外部から寄せられた「応
募」を慎重に検討・調整し、
「レセプタント」を他にさきが
けた独自性と、語源の根拠
（レセプション＋アテンダント
の造語）を高く評価して新名
称としました。（日本バケット
事業協同組合ＨＰより）
以上
全国ＢＭＣ
会長 伊藤 保

京滋奈 B.M.C.

HRSnews 瓦版より（HRS 九州地区運営委員長
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HRS 九州地区は、HRS 森本
会長、中国四国地区青砥事務
局長、HRS 会員全国 BMC 会
友山岡氏を迎え、司会進行宮
原で７月１６日（水）ホテルマリノ
アリゾート福岡にて九州 BMC
の納涼パーティー開催と合わせ
て、特別座談会セミナーを開催
いたしました。
当日は５０名を超える HRS・
BMC 会員の参加があり、座談
会メン バー３ 名の 自己 紹介の
後、BMC と HRS の関わり合い、
HRS の進む方向性、BMC から
HRS に望む声等々の座談会と
なりました。また、検定試験と合
わせてテーブルマナー、プロト
コールの重要性・必要性も説明
がありました。
山岡氏は、平成元年及び２
年と東京 BMC の会長経験者で

あり、その後も全国 BMC 会友
また HRS 個人会員として精通さ
れた立場から意見をいただき、
青砥氏も両団体の事務局長経
験者として具体的な体験談をも
とに忌憚のない意見をいただき
ました。特に森本会長には HRS
に対する強い意志と若手育成
に対する期待感溢れる意見を
多数いただきました。その後の
納涼パーティーも１５０名を越え
る会員や賛助会員の参加で賑
わいました。
九州地区の検定試験開催に
は歴代福岡 BMC（平成１９年か
らは九州 BMC に改名）が１０年
に亘り本部との交渉の結果、平
成１２年に２級、３級を開催でき
るようになりました。切っ掛けは
当時の BMC 高山会長が履歴
書に記載できる資格を受験しや

宮原宏視氏）
すくする為に、当時東京・大阪
開催の検定試験を九州に誘致
し、受験者の経済的負担を含め
軽減したいと考えられたことから
でした。
現在、九州地区で検定試験
が実施できるようになりましてか
ら、１級約１８０名、２級約４５０
名、３級約２０５０名の合格者が
おり九州内はもとより日本全国
でレストランサービス技能士とし
て活躍されています。今年も約
３５０名の方々が学科試験に挑
戦されます。
今後も九州地区としまして
は、九州 BMC と協力しながら、
個人や法人会員の入会増強に
努めていく所存です。開催に当
たり本部事務局には多大なるご
協力を頂きました事に感謝申し
上げます。
（以上）

京滋奈いいね！

全国 B.M.C.

京滋奈 B.M.C.の北川
です。早いもので今年も
秋がやってきました。
昨年に寄稿したと思い
きや、もう寄稿の順番が回
ってきました。京滋奈地区
はこれから観光のオンシ
ーズンです。特に１１月は
社寺仏閣が多い京滋奈
地区は紅葉が見事なシー
ズンで大勢のお客様がお
見えになります。
そういえば昨年は、伊
勢神宮の式年遷宮等があ
り、京滋奈地区へ秋の観
光客が例年よりも減尐した
年でした。今年は団体・個
人ともに順調に推移して
いると思います。

さて、７月全国ＢＭＣで
もお伝えしましたが、京滋
奈ＢＭＣの新年度は１０月
となっており、９月いっぱ
いで私の会長任期も終了
致します。
思えば２年前に会長職
を引き受けてから、全国Ｂ
ＭＣ役員の方々や各地区
会長・事務局長の方々と
親交を深める機会を与え
て頂き、色々な経験を さ
せて頂きました。
京滋奈地区においても
大きなことはできませんで
したが、役員の方々や会
員ホテルの皆様方、パー
トーナーの皆様方には助
けていただき感謝申し上
げます。

１０月には新年度総会を
開催し京滋奈ＢＭＣの新
しい役員で運営して参りま
す。後任の会長は、初の
女性地区会長が誕生の
予定ですので、今後とも
ご指導ご鞭撻の程、何卒
よろしくお願い致します。

話は変わりますが、デン
グ熱騒ぎで代々木公園等
が一部閉鎖になる事態に
発展しました。さらにその影
響で様々な催しが中止に
なったり、開催場所が変更
になったりしました。異常気
象にとどまらず、自然界の
ものすべてが異常になって
います。絶滅したと思われ
ていた病気が猛威を振るう
かもしれません。環境保護
の大切さを今一度考え て
みましょう。

■「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
１２月・・・名古屋
１月・・・北陸
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全米オープンで錦織選
手が準優勝という快挙を成
し遂げました。体格的に不
利な日本人がこれだけや
れるのは誇りに思います。
コーチのマイケル・チャン
氏も小さい体格で優勝経
験がありますから努力すれ
ば体格差は補えるというこ
とですね。日本には他にも
国枝選手という素晴らしい
テニスプレーヤーがいま
す。車椅子テニスのグラン
ドスラムで単複合わせて６
度の優勝を果たしました。
彼こそが現在世界で一番
強いテニスプレーヤーと言
えるでしょう。

次回中国 B.M.C.藤原会
長です。中国を PR してく
ださい。

