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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:

平成 23-24 年度の反省
•

平成 23－24 年度の
反省

•

ノロウイルスに注意

名古屋なぅ

名古屋 B.M.C.

編集後記

早いもので、盛岡で開催
した全国ＢＭＣ夏期会長会
から 5 ヶ月が経ちました。い
かがお過ごしでしょうか。
来年 1 月 30 日に沖縄Ｂ
ＭＣホストのもと、全国ＢＭＣ
冬期総会が開催されます。
その準備のため、12 月 5 日
事前役員会を開催しまし
た。総会の進行、若手コン
ペティション、会計報告及び
次年度予算案、ホームペー
ジに関する件、その他報告
事項など多岐に渡り話し合
いました。詳細については、
総会において発表いたしま
すが、この場を借りて、簡単
に 2 年間のまとめをさせて

いただきます。
私は、会員の減尐に歯止
めをかけることを目標に掲げ
ました。しかし、会員数は減
尐しました。これは、私が、
具体策を立てなかったから
だと反省しています。皆さん
に、「 会員を減らさないよう
に」「例会では勉強会をやっ
てほしい」と言うだけでは歯
止めは効きません。全国Ｂ
ＭＣとして、もっとするべきこ
とがあったと思っています。
その一つは、会員のメリットと
なるような情報発信です。時
代の変化に伴い、ホームペ
ージの役割も変わってきまし
た。このあたりは今後も課題

と思っています。
また、ＢＭＣの知名度をあ
げ、ＢＭＣがホテルの宴会料
飲業界を代表して牽引する
団体にならなければいけな
いと思っています。そのため
には全国及び地区役員の
力だけでは無理です。
会友の方の知恵も借り、
全員の力で、アイデアを出さ
なければいけません。
どうか、皆さんの知恵と力
をお貸しください。
今年の冬は、例年よりも寒
そうです。お身体にはくれぐ
れもお気をつけください。
全国ＢＭＣ
会長 伊藤 保

ノロウイルスに注意！
皆さんご存知のとおり、今
シーズンはノロウイスルが猛
威を振るっています。過去
最高だった 2006 年に次ぐ
勢いだそうです。このピーク
は年末と予想されています。
以下、毎日新聞の記事か
らの抜粋です。
「国立感染症研究所が全
国約３０００カ所の小児科で
実施している定点調査（１１
月１９～２５日）では、１地点
あたりの患者報告数が１３．
０２人となり、過去１０年での
同時期としては０６年に次ぐ
２番目の流行となった。今年
は０６年のウイルスが変異し
た新型が全国の患者から検
出され、感染力が強まったこ

とが患者増加の原因とみら
れている。今回見つかった
のは０６年に大流行した「Ｇ２
４」と呼ばれるタイプの遺伝
子が変異したものだ。ノロウ
イルスは感染力が非常に強
いため、患者の便や嘔吐物
を適切に処理しないと家庭
内や保育園、高齢者施設な
どで感染が拡大する。２次
感染を防ぐには、手洗いを
徹底し、指の間や親指、手
首までせっけんで洗う、調理
の前後に必ず手洗いをする
▽嘔吐物を処理するときに
は使い捨てのマスクや手袋
を着用し、新聞紙などに嘔
吐物を吸い取らせ、ビニー
ル袋に密封して捨てる。処
理する人以外は尐なくとも３

メートル以上離れる▽「次亜
塩素酸ナトリウム」を成分に
含む液体の塩素系漂白剤
や殺菌剤で消毒する－－と
効果があるという。
「子供が吐いてしまった時
などは、シャワーで洗うとウイ
ルスが舞い上がり、手伝った
人は高い確率で感染してし
まう。とにかく体を紙で拭き
取り、捨てることが基本」と注
意を呼びかけている。」
まずは自分が保菌者にな
らないことが大事です。二枚
貝の生食は避けましょう。
全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長
伊藤 保
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名古屋 B.M.C.
皆さ んこ んにちは、名古
屋 B.M.C.の永田でございま
す。この 2012 年も残すとこ
ろ、あとわずかとなりました
が、いかがお過ごしでしょう
か？今年を振り返ると、様々
な事がありましたが、何と言
ってもやはり自然災害の恐
怖がランクインをしているの
ではないでしょうか？まず
は、この日本では考えられな
かったハリケーン的な竜巻
や、過去にない大型台風、
そして初めて耳にした“爆弾

低気圧”による豪雨、そして
大洪水へと・・・まだ他にも恐
怖がありますが、いずれにせ
よ過去とは異なる状況下に
なり今までと同じ考えではま
ったく通用しなくなりました。
そして、ヒットした市場経済を
見るとキーワードは『進化・
変化』だそうです。全く新し
い物よりも既存商品が進化
をし、変化をしたものが注目
を浴びた事を考えると、そこ
には経験から基づいた知恵
と最先端テクノロジーの融合
により生み出された物と推測
されます。まさに、自然災害

への適応や様々な問題への
回避は先人の知恵や経験と
最先端をどう結びつけること
ができるのかが、合わせて
我々ホテル業界も同様で今
後のテーマでないかと思っ
ています。
さて、名古屋 B.M.C.での
活動状況のご報告となりま
すが、やはりなんと言っても
ホテルウェディングの逆襲を
掲げ、前期にはプロジェクト
チームを結成し東海地区で
は初となる『ホテルウェディン
グエキシビション』と題し、各
ホテルの垣根を越えた一大

イベントの開催をし、今期何
としてでも第 2 回へと続ける
事が目標でしたが、あの大
震災からのスタートとなり費
用面や各社状況変化等があ
った事や、私としてのパワー
不足もあり開催に至らなかっ
た事が残念であり、また会員
様に対しては申し訳なく思っ
ております。しかし、その中
で役員と会員との知恵を出
し合い協議の結果、名古屋
B.M.C.独自のホテルウェデ
ィング HP を立ち上げる事が
できました。また、費用面や
製作等の問題については

B.M.C.ならではの人と人と
のつながりにより回避するこ
とができ、今後は更に拡大
の模索をしており、例えば企
業コラボやメディアとのミック
スにより、各社への来館増と
なることを期待しています。
そして、私事ではございま
すが任期が来年の 3 月まで
となり、来年の 1 月冬期総
会で全国の皆様とは最後に
なります。改めて今期多数
のご指導ご鞭撻をいただ
き、誠にありがとうございまし
た。沖縄で皆様とお会いで
きる事を心より楽しみにして

おります。

り、客用エレベーターに乗っ
たりと、ありえないこともありま
す。でも、ホテルが注目され
るようになったのは間違いな
いでしょう。
舞台となっているオオサ
キプラザホテルには「来る者
には安らぎを、去り行く人に
は幸せを」というプレートがあ
りました。（外資になって外さ
れてしまいました）
この言葉、結構気に入っ
ています。
ホテルのあり方、サービス

のあり方について考えるい
い材料です。みんなで語り
合ってみてはいかがです
か。

PS：昨年の今頃を思い出し
ますと、今年の冬期総会が
名古屋開催であった為、立
案や準備等でバタバタでし
た。そして何と言っても名古
屋 B.M.C.岩島事務局長が
不在と言う伝説を築き上げ、
総会前日と当日と本当に大
変であった事が昨日のよう
に思えます。
沖縄 B.M.C.役員一同、くれ
ぐれもインフルエンザにはご
注意を！！！
名古屋 B.M.C.
会長 永田 太

編集後記
ＮＨＫの朝ドラ「純と愛」を
見るのは私の日課となって
います。7 時半からのＢＳを
見たあと、8 時からの地上波
を見るときもあります。出張
の日は、夜 11 時からの再放
送を見ます。おかげで休み
の日でも起床時間は同じで
す。このドラマは、いろんな
意味で賛否両論です。朝か
らやかましすぎるという声も
あります。確かに今までのＮ
ＨＫの朝ドラにはない印象で
す。ロビーで大声を出し た

■「なぅ」の予定
12 月・・・名古屋（今回掲載）
1 月・・・北陸（次回掲載）
では、北陸の村瀬会長、
原稿をお待ちしております。

