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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:
• 東日本大震災のお
見舞い
• 朝の来ない夜はな
い

北から南から

東日本大震災のお見舞い
3 月 11 日、日本経
済を揺るがす大地震が
東北・関東地域を襲い
ました。以前のメールと
重複しますが、お見舞
いを掲載させていただ
きます。
「尊い命を落とされた
方や遺族の皆様に、心
よりお悔やみを申し上
げますとともに、罹災さ
れた皆さまには心よりお
見舞い申し上げます。

今回の大地震は、被
災地のみならず、我が
国経済全体を揺るが
し、ホテル業界にも大き
な影響を及ぼすおそれ
も否めません。
こうした中、全国
B.M.C.が出来ること
は、全ての支部の一人
ひとりが職責を果たし、
日々の業務に精励する
ことに他なりません。
皆さんも一人ひとり何
が出来るかを考え、実

行していだくことを、ぜ
ひお願いいたします。
私たちの思いを結集
し、心を一つにし、この
難局に立ち向かってい
きましょう。「

全国 B.M.C.会長
伊藤 保
（以上）

• 広島ＢＭＣ

朝の来ない夜はない
編集後記

あくまでも個人的考えと前
置きをします・・・。
「自粛、自粛」と言い続け
ていては、いつまでたっても
経済は復興しません。
先人たちは、あの戦後の
苦境から、わずか数年で立
ち直り、日本を世界に誇る
経済大国に作り上げました。
それは、必死に頑張っただ
けではなく、誰もが希望を持
って生きていたからです。
本当につらい思いをして
いるのは被災地の人たちで
す。その被災地の方々の声
を聞いても、「ぜひ花見をし
に東北へ来てください」とか

「遠慮せずに騒いでくださ
い」と言っています。
JR 東日本は、震災で新
幹線も在来線もかなりの被
害を受けています。その JR
東日本の社員は「今、東北
新幹線を復旧しても乗ってく
れる人は少ないかもしれな
いが、新幹線を走らせること
が、被災地の復旧気分を盛
り上げることに繋がる」と言っ
て不眠不休で工事をし、今
月中に動かそうとしていま
す。
今は、闇夜なのかもしれま
せん。でも少しずつ明るくな
り、やがて必ず朝が来ます。

いつ、朝が来てもいいよう
に、準備をしておきましょう。
7 月 7 日に予定されてい
た会長会の開催について、
とても悩みました。しかし、前
に向かって進むべきだと思
い、「開催」という結論を出し
ました。但し、若手コンペテ
ィションは、東北地区が予選
会どころではないので、中止
にします。
どうぞ、ご理解いただきた
いと思います。
伊藤 保
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皆さんこんにちは、この度
の東日本大震災におきまし
て被災されました皆さま、ご
家族、関係者の皆さまに、
心からお見舞いを申し上げ
ます。被災地で避難生活を
送っている人々の状況をニ
ュースで見るたびに、何か
出来ることはないだろうか、
広島 B.M.C.では会員と相
談した結果、義援金を被災
者への人道支援に役立てて
いただくことにいたしました。
皆さま力を合わせて頑張

ってください会員全員が被
災地の１日も早い復旧復興
を心よりお祈り申し上げてお
ります。
さて、広島 B.M.C.です
が、お陰様で今年、２７年目
を迎えましたこれもひとえに
皆さまのご理解、情報の共
有等ご協力の賜物と心から
感謝いたします。全国
B.M.C.広島 B.M.C.１５周年
記念研修会・総会におきま
しては今でも語り継がれて
おりますが、全国 B.M.C.の
初代会長の故橋本保雄様

に「すばらしい設えだ」とお
褒めいただき、当時の全国
B.M.C.の松田仁宏会長様
他多くの皆さまに感動と感
謝のお言葉をいただき、広
島 B.M.C.会員全員が誇り
に思ったことを今でも鮮明に
思い出します。尚、広島
B.M.C.では毎月 1 回の定
例会とセミナー、勉強会を開
催しております。昨年は私自
身の反省も踏まえて先人の
知恵や受け継いだものを守
りながらテーマを「Change
Myself」（自ら変わろう）と掲

げて恒例の新入社員から管
理職を対象に前回の「北か
ら南から」に執筆された「接
客用語の大革命」でおなじ
みの東北 B.M.C.の鈴木忠
美会長様にセミナーの講師
をお願いして大盛況でした。
また、職場例会として日本で
も有名な酒の都でもある東
広島市西条町の賀茂泉酒
造様の酒蔵を見学、その魅
力と文化に触れてなおかつ
日本酒の温度について勉強
会も開催いたしました。今年
度は「Moving Now」（今すぐ
動く）をテーマに掲げて取り
組んでおります。現在、広島

B.M.C.としてはゲストハウス
等の施設の増加により婚礼
件数減少の中なんとかホテ
ルウエディングを取り戻そう
とホテルウエディング再考
（再興・最高！）プロジェクト
チームを立ち上げました。同
じような取り組みをしておら
れる名古屋 B.M.C.の斉藤
克弥会長様にお願いしてホ
テルウエディングエキシビジ
ョン 2011 会場へ見学に行
かせていただき広島 B.M.C.
として出来ることを例会で検
討した結果、会員はもとより
賛助会員の皆さまにもご協
力をいただきソフト面の強化

に重点をおき 8 月末には結
論を出す方向でブライダル・
宴会サービスに従事する若
手スタッフ 1 社 2 名の参加
を基本に取り組んでおりま
す。そして全国でも同じよう
な機運が高まるに違いな
い。その取り組みがきっと実
を結ぶだろうと信じておりま
す。皆さまも自分たちで出来
るホテルウエディングを再考
して一丸となって全国のホテ
ルウエディングが再興出来
るよう力を合わせて頑張りま
しょう！
広島 B.M.C.会長
藤本 茂雄
（以上）

子力発電所の事故が追い
討ちをかけています。
阪神淡路大震災の時に
神戸のホテルが実施した対
応を参考にするために問い
合わせたをしたところ、早急
に情報を提供していただい
た大阪 B.M.C.の方々にこの
場を借りてお礼申し上げま
す。

5 月・・・北海道（次回予定）
6 月・・・沖縄
7 月・・・四国
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

編集後記
大地震の発生を知り、す
ぐに東北地区の知り合いに
連絡を試みましたが、まった
く通じませんでした。
翌日に八戸プラザホテル
の佐々木部長、ホテルメトロ
ポリタン盛岡の吉田全国事
務局長と連絡が取れ、無事
を聞き安心しました。
今回の震災は、揺れによ
る被害よりも、津波による被
害の方がはるかに甚大なも
のでした。さらに、福島の原

■北から南からの予定
4 月・・・広島（今回掲載）

では、北海道の平尾会長よ
ろしくお願いいたします。

