
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容: 

 
• 連続テレビ小説「純

と愛」 
 

• レストランレベニュ
ー・マネジメント 
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編集後記 

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。 

10 月１日から始まった

NHKの朝の連続テレビ小説

「純と愛」はご覧になってい

ますか。見所を、ネタバレに

ならない程度にご紹介しま

す。ご覧になっている方は

お分かりのように、一つは夏

菜演じる主人公の「純」という

女性の熱血ぶりです。お客

様が笑顔で帰る「魔法の国」

をつくりたいという言葉が印

象的です。（制作側はそん

なつもりで作ってはいないと

言うかもしれませんが）毎

回、主人公の純が「何か」事

件をしでかします。本人がお

客さまのために良かれと思

連続テレビ小説「純と愛」 

 

レストランレベニュー・マネジメント 

 
 10 月より週刊ホテルレスト

ランで連載が始まりました。

タイトルは「目から鱗のレスト

ランレベニュー・マネジメン

ト」です。私は、ホテル学校

を出たわけでもなく、海外の

ホテルで研修したわけでも

ありません。つまり専門的な

勉強はしていません。諸先

輩から教わったことが私の知

識の基礎です。数年前、宿

泊の RevPAR に当る指標を

探していたところ、RevPASH

という単語が見つかりまし

た。これを自分自身が理解

できるようになるまで相当の

時間を費やしました。基礎が

なければ今回のようなところ

まで辿り着くことはできなか

ったと思います。 

ってした行為が原因でいろ

いろな波紋を呼んでしまい

ます。これらの事件はホテル

の現場で実際によくあるケ

ースです。自分ならどうする

だろう。部下が同じ様なこと

をしたらどう言うだろう。そん

な風に観ると面白いですよ。

もう一つは、結婚式です。ホ

テルと言えば、宿泊、料飲、

宴会、ブライダルといろんな

部署がありますが、今回は

途中で結婚式が取り上げら

れています。それも、シビル

ウエディングです。BMC の

会員の中にもシビルウエディ

ングミニスターの資格を持っ

た方が数名いらっしゃいま

すので。今回の朝の連続テ

レビ小説「純と愛」が、ホテル

を利用するきっかけになり、

ホテルで結婚式をするきっ

かけになり、シビルウエディ

ングの名が広まり、ホテルで

働きたいという若者が増える

きっかけになればいいなと

思っています。みなさんで是

非受信料を払ってご覧くだ

さい。 

 

全国 B.M.C.会長  

伊藤 保 

今回、レストランレベニュ

ー・マネジメントに着目した

のは、近年のホテルのあり方

に疑問を感じたからです。 

宿泊部門と比較して、利

益率の悪い料飲部門は、ホ

テルを経営するオーナーか

ら見るとお荷物と感じていま

す。新しく開業するホテルの

ほとんどがバジェットと呼ば

れる宿泊に特化したホテル

です。 

私は、私を育ててくれた

先輩方に恩返しをしなけれ

ばなりません。恩返しの方法

は、私が育てていただいた

ように、次の世代を育てるこ

とです。私は宿泊部門も経

験しましたが、ホテルの面白

さを覚えたのは宴会料飲部

門です。ホテルに就職を目

指す人の多くは宿泊部門を

希望します。何故でしょう

か。面白さが分からないから

です。人件費が削られ、少

ない人数で休みもなく働かさ

れるからです。料飲部門は

アイデア次第でまだまだ稼

げるセクションです。但し勘

に頼っていてはいけませ

ん。数値を分析することで、

改善できる場所をみつける

ことができれば、戦略はより

有効なものになります。 

是非、若手にも読んでい

ただきたいと思います。 

 

全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長 

伊藤 保  
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中国 B.M.C. 

皆さんこんにちは，秋シー

ズンも本番となり、忙しい毎

日を送られていることと存じ

ます。中国Ｂ.Ｍ.Ｃ.の瀬島で

す。 

月日の経つのは早いもの

で前回載せていただいてか

ら早や１年。１月名古屋ＡＮ

Ａクラウンプラザホテルでの

冬季総会・若手コンペティシ

ョン、７月ホテルメトロポリタン

盛岡での夏季研修会がまる

でつい先日のように思われ

ます。そして、来年の沖縄冬

季総会まであっという間のよ

うに感じられることでしょう。 

中国なぅ 

 

何かいい良薬の一つでもあ

りましたら教えていただけれ

ば有難いです。 

また、近頃気になっている

ことがもう一つあります。それ

は若いスタッフの離職が増

えてきているということです。

これは９月の編集後記に伊

藤会長が書かれていたことと

大いに関係があると思いま

すが、今後の業界各社の将

来、またＢ.Ｍ.Ｃ.活動の将来

を考えるうえで憂慮すべき問

題だと思います。 

幸いにして当地区にも若手

コンペティションに出場して

FaceBook をみていると

「今日の金言」なるものを良

く見かけます。偉人の言葉

や、宗教家の言葉が多いで

す。私は無宗教ですが、仏

教の言葉が好きです。私も

何かそういう言葉を残したい

ものですが、まだまだ未熟な

人間には無理ですね。 

レストランレベニュー・マネ

ジメントを書いたきっかけで

すが、連載記事中に書いて

ありまように、若い人たちの
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先月は週末毎に襲来して

きた台風により、地区によっ

ては多大な損害・被害が出

たところもあるように聞いて

おります。幸いにして当地区

は“晴れの国”と呼ばれるだ

けあって少し多目の雤が降

った程度で済みました。損

害・被害を受けられた皆さま

がたには、中国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会

員一同、心よりお見舞い申

し上げます。 

ところで、前回も述べさせ

ていただきましたが、全国的

な流れとなっている会員の

減少傾向、皆様方の地区で

はいかがでしょうか。中国

B.M.C.におきましても、ここ

１０年で会員数が半減となっ

ているのが現状です。退会

の理由としては、スタッフが

少なくなり、思うように例会・

研修会へ参加することがで

きない。また、会社から経費

削減を厳しく言われ、参加を

見送らざるをえない等です。

全国総会、研修会へ参加す

る度にいつも、掛かった経

費以上のお土産を会社へ

持って帰れるような研修会を

開催すればいいとよく聞きま

すが、執行部の力不足から

か力及ばず・実結ばずという

ところが実情です。各地区

の皆様、即効性のある特効

薬などないとは思いますが、

組みを行っています。この地

域ならではとも言える、和を

感じさせる演出やコーディネ

ート、琵琶湖が一望 

感動賞を頂いた有望な若者

もおりますので、そのＤＮＡ

を会員各社にどんどん広げ

ていくことが急務と考えてい

るところです。 

四国の小寺会長は退任さ

れましたが、中国Ｂ.Ｍ.Ｃ.と

四国Ｂ.Ｍ.Ｃ.とで交互に開

催している合同研修会は今

後もずっと続けていく予定で

す。 

本年の研修会は、全国Ｂ .

Ｍ.Ｃ.副会長（東北復興特

名委員長）東北Ｂ.Ｍ.Ｃ.会

長 鈴木 忠美氏を高松の地

にお迎えし、１１月２１日（水）

に開催予定です。皆様方の

参加をお待ち申し上げてお

ります。 

私も本年が会長職２期４

年の最期の年となります。来

年１月沖縄で皆様にお会い

できるかどうかは分かりませ

んが、山陽路にお越しの節

には是非お立ち寄りくださ

い。心よりお待ち致しており

ます。 

中国 B.M.C. 

瀬島 宏典 

将来の活躍の場を守りたか

ったからです。 

高卒で入ってきた子も、い

ずれ所帯を持ちます。妻や

子を養っていかなければい

けません。彼らの場所を守る

のは我々の使命です。そし

て、若いうちから料飲の計数

について勉強する機会を与

えてあげたいと思います。 

目標は料飲部長ではなく

総支配人であって欲しいも

のです。 

 

■「なぅ」の予定    

10月・・・中国（今回掲載） 

11月・・・九州（次回掲載） 

12月・・・名古屋 

1月・・・北陸 

 

では、九州の梅田会長、

原稿をお待ちしております。 
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