
１　ブライダルに関する調査及び研究ならびに情報の収集及び提供（定款第４条第１項関係）

実施日 区分 実施事業

4月～ 調査研究 婚活ブライダル振興議員連盟との情報交流

4月18日 調査研究 「納入業者との取引の公正化」研修会（公正取引委員会）

5月19日 調査研究 JASRAC打ち合わせ

5月23日 調査研究 「納入業者との取引の公正化」関西支部研修会（公正取引委員会）

6月15日 調査研究 第1回ブライダルコンテンツの楽曲利用円滑化に関する定期協議

6月24日 調査研究 余暇ツーリズム学会

7月7日 調査研究 余暇ツーリズム学会・地域ストーリー事業部会

7月14日 調査研究 第1回業界向上委員会

7月19日 調査研究 第2回ブライダルコンテンツの楽曲利用円滑化に関する定期協議

8月 調査研究 ブライダルサービス現場を対象としたアンケート調査（BC受講者）

9月20日 調査研究 第3回ブライダルコンテンツの楽曲利用円滑化に関する定期協議

9月22日 調査研究 第2回業界向上委員会

11月1日 調査研究 第4回ブライダルコンテンツの楽曲利用円滑化に関する定期協議

11月6日 調査研究 第3回業界向上委員会

12月1日 調査研究 ブライダル業高齢者雇用推進事業　普及啓発セミナー（沖縄）

1月15日 調査研究 第4回業界向上委員会

3月13日 調査研究 第5回業界向上委員会

実施日 区分 実施事業

4月10日 広報（協議会） BIA共催　箱根・小田原ブライダル協議会　結婚喚起研修会

7月9日 広報（協議会） 湘南ウェディング協議会　七夕ウェディング

7月23日 広報（協議会） 横浜ブライダル発展会　イベント

7月26日 広報（BMC) 九州BMC結婚喚起研修会

7月30日 広報（協議会） 岡山ブライダル協議会　イベント

8月7日 広報（協議会） エリアウェディングサミット

8月27日 広報（協議会） 下町文化ウェディング協議会　届出挙式

9月25日 広報（BMC) 東京BMC結婚喚起研修会

6月20-21日 広報（一般） ブライダル産業フェア　出展

2月20日 広報（協議会） ぐんまウェディングアワード

2月20日 広報（一般） ブライダル産業新聞社九州セミナー（後援）

平成29年度事業報告
（平成29年４月１日～平成30年３月31日まで）

　⇒　新郎新婦向け、コーディネーター向け、経営者向けのリーフレットの作成（進行中）
　⇒　会員企業向け優待（メリット）の要望書を提出

　⇒ガイドライン（宣言）（案）を策定した

　⇒　箱根・小田原ブライダル協議会、総会、エリアサミット等への参加、励ます会等

　⇒　第2回BIAブライダルアンバサダー認定　豊田エリー氏
　⇒【地方ウェディング協議会の可能性】パネルディスカッション



２　ブライダルに関する人材育成事業（定款第４条第２項関係）

実施日 区分 実施事業

4月24日 人材育成（BC) 第64回人材育成委員会

8月1-3日 人材育成（BC) BC養成講座　東京　第一会場（ホテルニューオータニ）

8月22-24日 人材育成（BC) BC養成講座　東京　第二会場（セルリアンタワー東急ホテル）

8月29-31日 人材育成（BC) BC養成講座　大阪　第二会場（帝国ホテル大阪）

8月8-10日 人材育成（BC) BC養成講座　大阪　第一会場（リーガロイヤルホテル）

9月12日 人材育成（BC) BC養成講座　東京　修了式（クラシカ表参道）

9月14日 人材育成（BC) BC養成講座　大阪　修了式（太閤園）

3月27日 人材育成（BC) 第65回人材育成委員会

実施日 区分 実施事業

11月13日 人材育成（ABC/IBC) 作問委員会（FBO)

1月25日 人材育成（ABC/IBC) ABC検定試験、IBC検定試験

実施日 区分 実施事業

4月4日 人材育成（学校協力) 東京ブライダル専門学校　入学式

4月5日 人材育成（学校協力) 大阪ブライダル専門学校　入学式

4月7日 人材育成（学校協力) 湘南ウェディング専門学校　入学式

4月8日 人材育成（学校協力) 国際ホテル・ブライダル専門学校　入学式

4月11日 人材育成（学校協力) 専門学校日本ホテルスクール　入学式

5月30日 人材育成（学校協力) (学)日本ホテル学院　評議委員会

5月31日 人材育成（学校協力) (学)トラベルジャーナル学園　理事会・評議員会

7月25日 人材育成（学校協力) 横浜ｆカレッジ　教育課程編成委員会

8月9日 人材育成（学校協力) トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校　教育課程編成委員会

9月2日 人材育成（学校協力) 四天王寺大学 創立50周年・短大 60周年記念式典

11月15日 人材育成（学校協力) (学)トラベルジャーナル学園　理事会・評議員会

11月16日 人材育成（学校協力) 専門学校日本ホテルスクール　弁論大会

11月28日 人材育成（学校協力) (学)向洋学園70周年記念

2月11日 人材育成（学校協力) 国際ホテル・ブライダル専門学校　卒業制作発表会

2月14日 人材育成（学校協力) トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校　教育課程編成委員会

2月16日 人材育成（学校協力) 専門学校日本ホテルスクール　卒業制作発表会

2月21日 人材育成（学校協力) 大阪ブライダル専門学校　卒業制作発表会

3月2日 人材育成（学校協力) 横浜ｆカレッジ　教育成果発表会

3月5日 人材育成（学校協力) 専門学校日本ホテルスクール　卒業式

3月6日 人材育成（学校協力) 国際ホテル・ブライダル専門学校　卒業式

3月9日 人材育成（学校協力) 大阪ブライダル専門学校　卒業式

3月14日 人材育成（学校協力) 湘南ウェディング専門学校　卒業式

3月16日 人材育成（学校協力) (学)滋慶学園グループ　卒業式

3月28日 人材育成（学校協力) (学)日本ホテル学院　評議委員会

・東京会場45名、大阪会場26名が受講、修了した。

・2018年1月25日実施　第18回ABC検定試験
　会員学校数　160校　　受験校数　143校　　申込者数　4,015名　　受験者数　3,846名　　合格者数　3,085名
　合格率　　80.21％　　平均点　　78.50

・2018年1月25日実施　第14回IBC検定試験
　実施認定校数　3校　　受験者数　213名　　合格者数　83名　　合格率　　38.97％



実施日 区分 実施事業

4月12日 技能検定 冠婚葬祭互助協会　技能検定打ち合わせ

4月25日 技能検定 厚生労働省　検定官ヒアリング

5月16日 技能検定 イントループ（技能検定委託先）打ち合わせ

6月1日 技能検定 イントループ（技能検定委託先）打ち合わせ

6月2日 技能検定 冠婚葬祭互助協会　技能検定打ち合わせ

6月22日 技能検定 技能検定実技WG

7月11日 技能検定 技能検定実技WG

7月24日 技能検定 技能検定実技WG（実技映像撮影）

8月14日 技能検定 技能検定実技WG

8月17日 技能検定 検定委員会

9月1日 技能検定 技能検定実技WG（映像ナレーション入れ）

9月6日 技能検定 技能検定第3回試行試験

10月27日 技能検定 イントループ（技能検定委託先）打ち合わせ

11月21日 技能検定 厚生労働省・イントループ（技能検定委託先）打ち合わせ

2月5日 技能検定 厚生労働省・イントループ（技能検定委託先）打ち合わせ

2月28日 技能検定 厚生労働省専門調査委員会

3月28日 技能検定 厚生労働省労働政策審議会

３　ブライダルに関する研修会・セミナー及びイベント等の開催（定款第４号第３項関係）

実施日 区分 実施事業

4月18日 研修会・セミナー 「納入業者との取引の公正化」研修会（公正取引委員会）

5月17日 研修会・セミナー BIA役員研修会（茶道）

5月23日 研修会・セミナー 「納入業者との取引の公正化」関西支部研修会（公正取引委員会）

6月6日 研修会・セミナー 総会時研修「江戸の暮らしに学ぶ日本のおもてなしの心」竹内　誠氏

10月2日 研修会・セミナー 料飲業界の元気を出す会　幹事会

10月18日 研修会・セミナー BIA関西支部セミナー

11月13日 研修会・セミナー 料飲業界の元気を出す会　幹事会

12月1日 研修会・セミナー 高齢者雇用推進ガイドライン普及啓発セミナー（那覇）

6月9-12日 研修会・セミナー 海外ブライダル事情視察団研修（ベトナム）

1月18日 研修会・セミナー BC.com幹事会

1月30日 研修会・セミナー 関東・甲信越支部研修会　BIA賀詞交歓会

2月13日 研修会・セミナー BC.com幹事会

2月15日 研修会・セミナー 料飲業界の元気を出す会

3月19-20日 研修会・セミナー 全国専門学校・大学ブライダル教職員セミナー（北海道）

3月28日 研修会・セミナー BC.com勉強会

・全日本冠婚葬祭互助協会に対し、受検勧奨、審査協力を要請した。
・厚生労働省からの指示で、第３回目の試行試験を実施、これまでの指摘事項の改善を行った。
　⇒1級：7名、2級：12名、3級：17名が受検した。
・申請に必要な書類を２月21日に厚生労働省に提出した。
・厚生労働省専門調査委員会でのヒアリング及労働政策審議会での承認を得た。



実施日 区分 実施事業

4月12日 イベント事業 第99回日本ブライダル大賞実行委員会

4月20日 イベント事業 第13回The Master of Bridal Coordinatorコンテスト　筆記試験

4月26日 イベント事業 日本ブライダル大賞委員打ち合わせ（採点）

6月1日 イベント事業 日本ブライダル大賞委員打ち合わせ（最終確認）

6月6日 イベント事業
第13回The Master of Bridal Coordinatorコンテスト
接客ロールプレイング試験

7月18日 イベント事業 第100回日本ブライダル大賞実行委員会

12月7日 イベント事業 第101回日本ブライダル大賞実行委員会

1月24日 イベント事業 第102回日本ブライダル大賞実行委員会

3月12日 イベント事業 第103回日本ブライダル大賞実行委員会

４　ブライダルに関する内外機関との交流及び協力事業（定款第４条第４項関連事業）

実施日 区分 実施事業

4月13日 他団体との交流 アニバーサリー協会

4月25日 他団体との交流 JSC役員会

4月25日 他団体との交流 ウエディングスビューティフル協会　研修会

5月12日 他団体との交流 (一社)日本カラリスト協会　理事会

5月29日 他団体との交流 日本カラリスト協会　総会

5月29日 他団体との交流 東京BMC　例会

5月30日 他団体との交流 (一社)日本ホテル・レストランサービス技能協会　総会

6月5日 他団体との交流 三原じゅん子さんを励ます会

6月12日 他団体との交流 石崎　徹　青年後援会　会員交流会

6月26日 他団体との交流 (一財)民族衣裳文化普及協会　評議員会

6月29日 他団体との交流 東洋大学白山会　役員会

7月10日 他団体との交流 (株)オータパブリケイションズ　ホテレスセミナー

7月12日 他団体との交流 東京BMC50周年記念式典及び全国BMC夏期研修会

7月24日 他団体との交流 箱根・小田原ブライダル協議会　研修会

7月26日 他団体との交流 九州BMC　夏のブライダルセミナー

7月30日 他団体との交流 (一財)民族衣裳文化普及協会　ゆかたで野球観戦会

7月30日 他団体との交流 岡山ウェディング協議会

8月7日 他団体との交流 エリアウェディングサミット

8月27日 他団体との交流 下町文化ウェディング協議会　届出挙式

8月27日 他団体との交流 (一財)民族衣裳文化普及協会「ゆかたきれいコンテスト」全国審査会

9月4日 他団体との交流 日本結婚カウンセリング協会　講師派遣

9月21日 他団体との交流 (一社)日本ホテル・レストランサービス技能協会　理事会

9月24日 他団体との交流 養和会　秋分茶会

9月25日 他団体との交流 東京BMC　例会

10月5日 他団体との交流 西村やすとし特別セミナー

・ 筆記試験受験者83名
　　仙台：4名　東京：59名　金沢：1名　大阪：12名　岡山：2名　福岡：5名
・Master of Bridal Coordinator受賞者
　第一位　白石　純子（KOTOWA鎌倉鶴ヶ岡会館）
　第二位　真殿　紀子（ザ　マグリット）
　第三位　櫛谷　育男（（株）レック）



実施日 区分 実施事業

11月16日 他団体との交流 (一社)日本ホテル・レストランサービス技能協会　理事会

11月29日 他団体との交流 東京BMC例会

12月5日 他団体との交流 (一社)日本カラリスト協会　理事会

12月6日 他団体との交流 横浜発展会

12月12日 他団体との交流 京都滋賀BMC例会

1月5日 他団体との交流 日本レコード協会　新年賀詞交歓会

1月12日 他団体との交流 裏千家　初点茶会

1月13日 他団体との交流 (一財)民族衣裳文化普及協会　文化功労賞表彰式

1月23日 他団体との交流 「100年恋するウェディング」出版記念

2月6日 他団体との交流 BMC全国大会（岡山）

2月7日 他団体との交流 全国サービスクリエーター協会　新年会

2月8日 他団体との交流 (一社)日本ホテル・レストランサービス技能協会　新年会

2月24日 他団体との交流 FBO主催　STYLE　J　SAKE　イベント

2月26日 他団体との交流 (一社)日本カラリスト協会　監査

3月12日 他団体との交流 西村やすとし特別セミナー

3月15日 他団体との交流 (一社)日本ホテル・レストランサービス技能協会　理事会

3月15日 他団体との交流 湘南ウェディング協議会　例会

3月29日 他団体との交流 (一財)民族衣裳文化普及協会　評議員会

3月30日 他団体との交流 (一社)日本カラリスト協会　理事会

10月25日 その他 第20回理事会

11月14日 その他 臨時総会

11月15日 その他 第21回理事会

11月27日 その他 BIA事務所移転

1月4日 その他 大宮八幡宮　新年初詣

3月27日 その他 第22回理事会


