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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:

新年のご挨拶
•

新年のご挨拶

•

インターネットの普及
～Face book

北陸なぅ

北陸 B.M.C.

編集後記

新年明けましておめでとう
ございます。年頭にあたり、
私個人が思ったことを綴らせ
ていただきます。
【選挙】先日、衆議院選挙
が実施されまし た。今回の
選挙は開票前から自民党の
圧勝が予想されていました
が、私は 320 議席が一つの
大きなラインと見ていまし
た。参議院では、過半数を
占める政権がない、いわゆ
るねじれ国会でした。したが
ってどの党が政権を握って
もほとんどの法案は、参議院
では否決されていました。そ
れを再可決するためには、
衆議院で 3 分の 2 以上の

賛成が必要なのです。その
3 分の 2 が 320 議席です。
直後に株価も上昇し、若干
ですが景気回復のきっかけ
になったようです。最高裁判
所裁判官国民審査も行われ
たのですが、こちらはよく理
解できていない人が多いよう
です。これは、司法に関する
国民の関心が低いからで
す。
どの政党が政権をとって
も、国民が期待することは同
じ。「豊かで安心な暮らし」で
はないでしょうか。
民主党は、出来なかった
のか、やらせてもらえなかっ
たのか、よくわかりません。

一方、中国では、新首相
が誕生し、アメリカではオバ
マ大統領が再選され、韓国
で は初 の女 性 大統 領が誕
生しました。
【TPP】成長という観点から
見ると、私は反対派です。そ
れは GDP の成長に妨げに
なるからです。GDP は、国
民の消費額であり、収入で
す。私はデフレからの脱却
を目指して欲しいと思ってい
ます。（あくまでも個人の意
見です）
本年も宜しくお願いいたし
ます。
全国ＢＭＣ
会長 伊藤 保

インターネットの普及～Face book
インターネットの普及で、
セールス方法も変化してき
たのではないでしょうか。佐
賀県の武雄市のように市の
ホームページをフェイスブッ
クにしたところもあるくらいで
す。
http://www.facebook.co
m/takeocity
ホテルでは、自社サイトか
らの集客に力をいれている
ところも多いと思います。ま
た、消費者の行動として、口
コミサイトを参考にするかた
も増えてきました。宿泊で
は、トリップアドバイザー
http://www.tripadvisor.jp
/
じゃらんネット、楽天トラベ
ルなど、かなりあります。
食べログでのやらせが発

覚してからは、その信憑性も
問われていますが、それで
もアクセス数は日を追うごと
に増えています。
ブライダル関連では、ゼク
シィ net、ウエディングパー
ク、みんなのウエディングと
いったサイトが有名です。
さらに、口コミサイトやブロ
グを巡回して、評価を管理し
てくれる仕組みを販売する
会社も出てきています。
こういった状況に対応す
るためには、新たに部門を
作ったり、専門の勉強をさせ
たりする必要があります。
しかし、これらは、「便利な
もの」として生まれたものでも
あります。作業が増えてはナ
ンセンス。今使っている時間

のどこかを削って、時間を作
らなければいけません。
自社サイトの見直し、メー
ルマガジン、モバイルマガジ
ン、ツイッター、フェイスブッ
クでの情報発信が必須な時
代になりました。
例会で、インターネットに
関する勉強会を開催したい
が、講師を紹介してほしいと
いう地区があれば、こちらで
コンタクトをとりますので、ご
連絡ください。
全国 BMC もホームペー
ジを一新して、魅力あるホー
ムページにしたいと考えて
います。
全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長
伊藤 保

北陸なぅ
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北陸 B.M.C.
北陸 B.M.C.会長二期目
の村瀬です。全国 B.M.C.
並びに各地区 B.M.C.会員
の皆様、明けましておめでと
うございます。本年もどうぞよ
ろしくお願いいたします。
昨年は、北陸地区各会員
ホテルの賑わいも影をひそ
め、ご利用客減少に危惧い
たし まし た。当地区の大手
会員ホテルも会社経営移行
するなど、さまざまなところで
ホテル経営が深刻な状況に
あります。そんな中でも年末

に取り組んでいるおせち料
理は減少することもなく、各
会員ホテル右肩上がりに推
移しました。会員ホテルに聞
いたところ、旅行に出かける
人も今年は少なく、北陸は
実家のある人が多いためか
(田舎なのですかね)、帰省
が多いのではとの見解。
こういったことも早くリサー
チ出来ればビジネスチャン
スも増えるでしょう。B.M.C.
例会を通じて何か仕掛けが
できればと更に強く思った今
日このごろです。北陸地方
は、食・水とも全国的にも恵

まれており、ご来県者は素
材にはとてもご満足です。今
の季節 からは寒 ブリ 、 甘え
び、ほたるいか、白エビと春
過ぎに向かって美味しい季
節を迎えます。そして、水。
立山連邦から流れ出る雪解
けの自然水。コンビニ等で
売られているペット水ならぬ
ペット水道水・・・蛇口をひね
ると贅沢にも自然の美味し
い水が流れ出す・・・ホテル
では十分に提供いたしてお
りますが、このような自然を
十分にアピールできている
のでしょうか。

色々なところで疑問が出
てきます。三県観光課で、北
陸三県の観光アピールも行
ってはいただいているものの
「行っている」ではなく、「行
えている」にしていただきた
いもの。我々ホテルが頑張る
にもやはり県市も一体になっ
ていただきたい。そのような
すす め は ど うな って いるの
か。平成２６年度には新幹線
も開通予定です。北陸三県
活性を担っておりますが、
「行っている」はあっても、
「行えている」とはほど遠く、
疑問だらけです。北陸のホ

テル活性化チャンスを見逃
すわけにはいきません。北
陸 B.M.C.として観光アピー
ルを三県観光課に今まで以
上持ちかけたいくらいに考
えております。さて、先に述
べた食・水ですが、食材にあ
まえて調理スタッフの技量は
どうでしょうか。ご来館者の
お客様は食材で満足されて
おられるだけで、勘違いして
いる部分もあるのでは。逆を
考えると、少し考えなければ
ならないことかもしれませ
ん。技量と食材がマッチング
されてこそ、良い物を提供出

来たということです。今年は
これらの疑問・宿題を例会に
て提議し、ホテルの底上げ
を図って参るところです。こ
のような北陸地区ですが、
皆様からも良き意見をいた
だきながら日進月歩、共存
共栄していきたく思います。
よろしくお願いいたします。
末筆になりますが、今年一
年皆様方のご多幸と各ホテ
ルの繁栄をお祈り申し上
げ、北陸なぅとさせていただ
きます。
北陸 B.M.C.
会長 村瀬 宏幸

しか見えなかったのでしょ
う。どの政党を応援するかは
人それぞれ。政党ではなく
個人を応援する人もいるで
しょう。
また、投票率の低さが気
になります。どの政党が政権
を握っても一緒だからという
のはどうでしょう。投票をしな
いのなら、文句を言ってはい
けない。権利を主張して、義
務を果たさない。嫌なら国外
へ行けばいい。
そんなことのないように、

みんなで日本の将来を真剣
に考えましょう。

編集後記
昨年 12 月の衆議院総選
挙の結果は、予想した通りと
いうか、予想以上というか、
自民の圧勝、民主の惨敗で
した。今回の結果は、「期待
が大きければ大きいほど、
失望も大きい」ということだと
思います。前回の総選挙で
掲げ た民主 党 の子 供手当
て、高速道路無料化などの
マニフェストは、それくらい
期待が大きかったのではな
いでしょうか。事業仕分け
も、単なるパフォーマンスに

■「なぅ」の予定
1 月・・・北陸（今回掲載）
2 月・・・大阪（次回掲載）
3 回り目に突入です。大阪Ｂ
ＭＣ、宜しくお願いします。

