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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:

2014 年 1５大ニュース
・２０１４年１５大ニュース

・ジューンブライドと BMC

・名古屋いいね

２０１４年が終ろうとしてい
ます。今年は冬季オリンピッ
クやサッカーワールドカップ
を始め、たくさんのニュース
がありました。その中でホテ
ルに関係するものと個人的
に気になるニュースをピック
アップしてみました。
・１月 理化学研究所が
STAP 細胞の作成に成功。
（６月に撤回を発表）
・２月 佐村河内氏が他者
（新垣氏）に作曲を依頼して
いたことを発表。
・２月 ソチオリンピック開
催。日本は金メダル１個、銀
メダル４個、銅メダル３個を獲
得。
・３月 大阪にあべのハル

カスが完成。施設内に大阪
マリオット都ホテルが開業。
・４月 消費税が５％から
８％に増税。同時に領収書
等の印紙税の非課税が５万
円に引き上げられる。
・６月 虎ノ門ヒルズ竣工。
アンダーズ東京が入居。
・６月 富岡製糸場が世界
文化遺産に登録決定。
・６月 FIFA ワールドカッ
プブラジル大会が開催。
・７月 日本マクドナルドと
ファミリーマートが保存期間
切れの鶏肉を使用している
可能性があるとしてチキンナ
ゲットの販売を中止。
・８月 広島市で大規模土
砂災害発生。

・９月 御嶽山が噴火。
・１０月 日本人３人がノー
ベル物理学賞を受賞。
・１０月 典子女王の結婚
式が執り行われる。
・１１月 長野県神城断層
地震が発生。
・１２月 衆議院が解散。
総選挙の結果は自民党の圧
勝となる。
他にも気になるニュースは
ありますが、業界にとってマ
イナスになるようなニュース
はなかったですね。
来年はもっと良い年であり
ますように。
以上
全国ＢＭＣ
会長 伊藤 保

名古屋 B.M.C.

ジューンブライドと BMC
編集後記

インターネットにジューンブラ
イドと BMC の関係について掲
載されていました。以下抜粋し
て紹介します。ご存知のように６
月に結婚した花嫁は幸せにな
れるという『ジューンブライド』と
は、もともとはヨーロッパからの
伝承だそうです。では何故ヨー
ロッパでのウェディングカルチャ
ーが日本で広まったのでしょう
か。
「私たちが最初かも。それま
で聞いたことは無かったよ」そう
話すのは、ホテルオークラ（東
京）元副社長の橋本保雄さん。
自ら業界に呼び掛けて発足さ
せた全国 BMC(宴会支配人会)
で１９６７～６８年頃、ホールで結
婚式を挙げてもらうための宣伝
文句として『ジューンブライド』を
提案されたそう。良いアイデア

はないかと海外の婚礼事情を
調べるうちに知られた言葉だと
言います。
こういったルートを通って
遥々日本にやって来たジューン
ブライド、その月別婚姻件数に
ライトを当ててみましょう。とても
聞こえの良い諸説が存在します
からその件数もさぞかし抜群に
多いのでしょう……と思っていま
したが、その間逆が我が国・日
本での実情でした。５４，３７７件
――これは８月、９月、１月に次
いで低い件数です。
この数字だけ見ても、６月はお
世辞にも結婚式シーズンとは言
えないようです。しかしその理由
は言うまでも無くすぐにお察し
のことと思います。そう、雨で
す。６月は日本では最も降水量
の多い、梅雨だからです。雨が

しとしと降る中を招待客にきても
らうのは悪いし、せっかくの結婚
式、晴れた空の下で行いたいと
いう人情による結果でもあるの
でしょう。
こういったデータを総合する
と、ホテルオークラの橋本さんが
ジューンブライドを“ホールで結
婚式を挙げてもらうため”に提案
されたとありますが、その裏に
は、梅雨の影響により“どうして
も客足が遠のきがちな 6 月の結
婚業界の経営不振を払拭する
ため”に花嫁は縁起がいいとい
うヨーロッパの情報を声高に謳
って国民に浸透させたというリア
ルストーリーがあると捉えて良い
でしょう。（東條恭子）
http://www.excite.co.jp/News/
laurier/mariage/E13050232428
48.html
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皆様こんにちは。名古屋
B.M.C.会長の淺野です。
まずは７月に開催されまし
た全国 B.M.C.夏期研修会
と、名古屋 B.M.C.創立 40
周年記念行事に、全国から
多数の方にお集まりいただ
き、誠にありがとうございまし
た。
今回は「おもてなし」という
キーワードで名古屋 B.M.C.
会員一同、全国の皆様に少
しでも楽しんで？（驚い
て？）いただけるよう、そして
「名古屋だよね」といってい
ただけるよう、いろいろと企

画をし、運営させていただき
ました。皆様から、御礼のお
言葉を頂戴する度に、楽し
んでいただけたのではない
かと実感しております。

１９６０年代から産業界や
大学の研究所は、青を作ろ
うと努力しましたが、作製に
必要な窒素ガリウムの結晶
は作れなかったそうです。あ
まりにも難しすぎたそうです。
その難しいとされる課題に
チャレンジし続けた、赤崎先
生と天野先生は師弟関係に
あり、世界の研究者が断念し
た窒素ガリウムを１９８９年に
ついに開発されました。実は
この LED が世界で初めて青
い光を発したのが、愛知県
清須市にある、豊田合成㈱
の春日工場だそうです。最

初はホタルのようにかすかな
光だったそうですが、人類に
とっては大きな光だったと思
います。
このように、名古屋大学・
名城大学・豊田合成と、この
名古屋の地から世界的に功
績を認められた先生、そして
その先生をサポートした企業
が、輩出されましたことに、と
ても誇りを感じております。

さて、「名古屋いいね！」
で前回いろいろと掲載してし
まい、今回「名古屋いい
ね ！ 」 が 思 い 浮 か ば
ず･････！！ １２月１０日夕
（日本時間１１日未明）にスト
ックホルムのコンサートホー
ルにて２０１４年のノーベル
賞授賞式が行われました。
今回日本人として、ノーベ

名古屋は昔から「ものづく
り」の街といわれています。
今回の授賞を機会に、もの
づくり名古屋の街が活気づ

ル賞を授賞されたのは、物
理学賞の赤崎勇先生（名城
大学教授）、天野浩之先生
（名古屋大学教授）、中村修
二先生（米カリフォルニア大
学教授）の３名です。授賞理
由は皆様もご存知の、青色
LED の 発 明 で す 。 こ の
LED、最初は赤ができ、間も
なく緑ができました。赤と緑、
そして青が発明された事に
より光の三原色が成立ち、組
み合わせると白い光が得ら
れ色々な場所で使われるよ
うになりました。

き、名古屋の経済が活気づ
き、そして全国へと広がり、
わたくしたちが働くサービス
産業もその波に乗っていけ
るようにと思います。
是非ともまたこの名古屋の
地に遊びにお越しいただ
き、「ものづくり名古屋」を体
感しに来て下さい。

名古屋 B.M.C.会長
淺野 哲也

編集後記
１２月に入り急に悪天候が
続いていますね。２日は日本
海側を中心に強風。１７日か
ら１８日にかけては全国的に
雪。東海道新幹線もダイヤ
が乱れていました。名古屋
は観測史上２番目の積雪と
聞きました。北海道出身でス
キーが大好きな私にとって
は１２月からこれくらいの大
雪は嬉しいのですが、生活
に支障をきたすほどの雪は
困りますね。

調査というものを受けまし
た。こうした独自調査をもとに
当選確実の予測をしている
ようです。「どこに投票しても
一緒だ」と言っている人がい
ますが、どの政党も政策や
主張は全く違います。選挙
権は権利であると同時に義
務でもあるような気がします。

日本 漢 字 能力 検 定協 会
が毎年行なっている今年の
漢字は「税」でした。
ちなみに２位は「熱」オリン
みなさん、選挙は行かれ ピックやワールドカップ、全
まし たか。私は初めて出口 米テニスオープンなどの熱

戦に熱狂したということだそう
です。私はこちらのほうが幸
せでいいですね。
さて４年間皆さまの協力を
得ながら続けてきましたこの
BMC Times も次号で最終と
なります。
■「いいね！」の予定
１２月・・・名古屋（今回掲載）
１月・・・北陸（次回掲載）
次回北陸 B.M.C.湯上会
長です。北陸を PR してくだ
さい。

