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全国 B.M.C. Times
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:
• 食の安心、安全
• ＨＲＳ通常総会

北から南から

食の安心・安全
富山の焼肉チェーン店の
ユッケによる、食中毒事件。
卸業者が悪いのか、それと
も提供した店側が悪いのか
どちらでしょうか。
店側は、卸業者の説明を
信じていたといいますが、調
理法（トリミング）やまな板の
消毒法、布巾や包丁の使い
まわしなど、お店側にも衛生
管理という面ではかなり落ち
度がありますし、食品検査も
受けていないようでした。
私のホテルでは定期的に
公的機関へ食品検査や衛
生検査をお願いしていま
す。検便も毎月実施し、冬

にはノロの検査もします。こ
れはアルバイトも含め全員
が提出します。
また、毎月 1 回キッチンイ
ンスペクションと言って館内
の調理場やパントリーを、私
を含め調理長をメインとした
メンバーが巡回し、賞味期
限、冷蔵庫の温度管理、保
存状況、衛生環境などをチ
ェックします。異物混入防止
のため、持ち込みを禁止物
のチェックも行います。
また、いたるところに手洗
い励行のポスターが貼り出さ
れています。
過去の雪印の事件で教

訓を得たように、いまやワン
ストライクでアウトの時代で
す。費用がかかるとか、時間
がかかるとか言っていられま
せん。ワンストライクでゲーム
セットになることだってあるの
です。
私たちは、そんな危機感
を持って、業務に当たりたい
と思います。
『B.M.C.加盟ホテルは、
食品事故ゼロ』を目指しまし
ょう。
全国 B.M.C.会長
伊藤 保
（以上）

• 沖縄ＢＭＣ

ＨＲＳ通常総会
編集後記

5 月 23 日、ＡＮＡインター
コンチネンタルホテル東京
に於いて、社団法人日本ホ
テル・レストランサービス技
能協会の第 48 回通常総会
が開催されました。
全国 B.M.C.は、ＨＲＳの
友好団体であり B.M.C.会長
として、ＨＲＳの理事に推薦
され、総会において承認さ
れました。その後の理事会
において、会長、専務理
事、事務局などの留任が決
議されました。
全国各地で開催されてい
る学科試験や実技試験が、
地区の B.M.C.の皆さんの

力で運営されていることにつ
いて、ＨＲＳより感謝の言葉
をいただきました。
私は、ＨＲＳ発足当時スグ
に個人会員になり、テーブ
ルマナー講師や 1 級の資
格を取りました。
ＨＲＳは、社会的地位が低
いとされていたウェイター・ウ
ェイトレスという職業を厚生
労働大臣指定の国家資格
にまで育てた協会です。今、
我々が胸を張って働いてい
られるのも、ＨＲＳのおかげ
だと感謝するべきではない
でしょうか。
ぜひ、若いスタッフに入会

を勧め、資格取得を慫慂し
てください。
多くのホテルでは、資格
に対して手当てがあると思
います。
そして、技術を習得するだ
けでなく、ホスピタリティーも
磨いて、真のサービス技能
士を育てていただきたいと
思います。

伊藤 保

北から南から
ハイサイ（こんにちは）。
東日本大震災から、二か
月以上たちました。
被災されました皆様に謹
んでお見舞い申し上げま
す。また、一日も早く復興で
きるよう、心からお祈り申し上
げます。
沖縄の有志も何かできる
事を模索しつつ、イベントな
どで収益を日本赤十字社を
通して募金活動を行ってい
ます。
また、被災者受け入れを
沖縄県も表明し沖縄県ホテ
ル旅館生活衛生同業組合
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しかし今回は違いました。
沖縄本島･離島全域で、電
柱は倒れ停電、車は飛ばさ
れ、大木はなぎ倒し、看板、
ガードレールまでもが破壊さ
れました。
いかに強烈な風が吹いた
か想像できると思います。私
も実際、ホテルエントランス
から 10m の距離の外に出る
ことが出来ずに、立ち往生し
ました。
その中で子供たちが恐怖
で泣き出してしまい、自然の
猛威を体験することになりま
した。

URL:
http://www.e-bmc.com/

下記は沖縄の近況です。
G.W.のホテルの状況です
が、震災の影響もあり低い水
準で移行していましたが、間
際になり宿泊客が増え始め
結果的には宿泊動員数は
前年対比同、または増となり
ましたが、実際、間際の安価
商品が増えた結果、売上は
前年比ダウンという結果とな
っています。

震災、原発、台風と人の
力が、コントロール出来ない
ことが、いかに多いかと思
い、人間の無力さを考えさ
せられました。
今回の震災で個人個人が、
集まって小が大になり、大き
な力になったことは言うまで
もありません。チムグクル（人
の心に宿る、より深い思い）
助け合いの心が、日本をは
じめ世界が動いたことに、人
間愛の真髄を見たような気
がします。

地元客も同様に増え、「安
近短」が復活しています。
財布の紐も固く、特に FB
の客単価が著しく下がったと
いうリゾートホテルもありまし
た。
5 月 28.29 日の台風の影
響で、沖縄旅行の CXL が
相次ぎました。
今回の台風 2 号は最大
風速 55m、あまりにも強烈で
大きな爪痕を残していきまし
た。
ウチナーンチュ（沖縄人）
にとって台風には慣れてい
て、建物、人身被害はさほど
ありません。
仕事を通して社会の役割、
人のために役立っているか
もう一度考える事ができた近
況となりました。
沖縄 B.M.C.
会長 新川 悟

私たちも、ホテルマンという

編集後記
「B.M.C.を露出」する一つ
として、ブライダル関連サイト
のインタビューを受けました。
ブライダルビズネットという
サイトです。

Web サイト

を通じてホテルなどに入居し
ている人数は 745 人（4 月
調査 世帯数は不明）です
が、他 NPO 団体も受け入れ
を行っています。

http://bridalbiz.pbe.jp/
会員登録しないと見ること
はできないようです。
4～5 回の連載で、毎週金
曜日に更新されます。
今、掲載されているのは京

都時代からの内容で、プロ
レス婚礼の話もあります。
後々、B.M.C.の話も出て
きます。良かったら登録して
見てください。
今週は（社）BIA の総会に
参加してきます。
■北から南からの予定
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

10 月・・・中国
11 月・・・九州
12 月・・・名古屋
1 月・・・北陸
では、四国の小寺会長よろ
しくお願いいたします。
（夏期研修会が終わってか
らで結構です）

