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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:
• 東北新幹線が意味
するところ
• 2011 年度第 1 回
役員会

北から南から

東北新幹線全線開通が意味するところ
4 月 29 日、東日本大震
災後に各区間で運転を見合
わせていた東北新幹線です
が、東京―新青森間の全線
がついに開通しました。
予定より 1 日早い全線開
通は、オール JR の意地だと
思います。タイムスの第 2 号
で書きましたが、震災翌日
の 3 月 12 日には、九州新
幹線の博多―新八代（熊本
県）間が開通しているので、
東北新幹線の全線開通で、
青森県から鹿児島県までの
新幹線がつながったことに
なります。 何よりも、東北新
幹線の再開は、日本に元気

を生み出します。特に、旅行
業界、ホテル業界には明る
い話題です。ゴールデンウィ
ークに間に合って良かった
と思います。経済は、カネだ
けでなく、ヒトもモノも動かな
ければ活性化しません。1
万円を持ったままでは、ＧＤ
Ｐは上がりません。1 万円が
動いて初めてＧＤＰがあがる
のです。つまり、節約＝ＧＤ
Ｐの減少です。また、カネが
動くにしても、一部だけでは
なく、動きが鈍化していると
ころを動かさなければいけま
せん。先日、私の所属するロ
ータリークラブの創立記念例

会では、東北の食材を使用
した献立と、東北の日本酒
を 7 種類用意して開催され
ました。当初、記念例会は
自粛したほうがいいのではと
いう意見も出ましたが、自粛
することが東北の人たちにと
って、本当にいいことなのか
を議論した結果、先述のよう
な形での開催となりました。
さて、我々の中で誰が一
番先に、新幹線全線を制覇
するか競争しましょうか？
全国 B.M.C.会長
伊藤 保
（以上）

• 北海道ＢＭＣ
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2011 年度第 1 回役員会

北から南から

5 月 16 日、京都ホテルオ
ークラ粟田山荘において、
2011 年度第 1 回役員会を
開催します。

北海道Ｂ.Ｍ.Ｃ.

議題は
・今後の運営
・夏期研修会、会長会
・震災に関して
などの予定です。
年に 2 回の貴重な会長
会を有益なものにするため
の事前会議です。
開かれた組織として、みな
さんの意見を参考にしなが

ら、運営をしていきたいと考
えています。
尚、夏期研修会及び会長
会は予定通り 7 月 7 日、四
国ＢＭＣのホストのもと、ホテ
ルクレメント徳島で開催いた
します。
若手コンペティションが中
止になりましたので、その代
替案も議論する予定です。

伊藤 保

皆さんこんにちは。3 月
11 日の震災から 1 ヶ月が経
ちました。今回の震災で被
災された皆様、ご家族、関
係者の皆様方に謹んでお見
舞い申し上げます。そして、
被災者の救助に全力を尽く
していらっしゃる方々に敬意
と感謝の意を表すと共に一
日も早く普段の生活に戻れ
ますことを心よりお祈り申し
上げます。この度の震災に
伴い、北海道 B.M.C では各
加盟ホテルと共に地震発生
以来会員ホテル間の情報交
換、募金活動や節電活動
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などを行ってまいりました。
連日テレビで放映されてい
ます通り、被災地の方々は、
大変な避難生活を余儀なく
されています。被災地の一
つである仙台市には、私の
ホテルのグループホテルが
ありますが今回の震災で被
害を受け、そこに所属する
仲間も大きな影響を受けま
した。北海道内においても
観光需要を牽引していたア
ジアからの旅行客が途絶
え、道民の間では自粛ムー
ドが蔓延、ホテル、飲食店で
は宴会のキャンセルが相次
ぎ、高額商品を扱う商業施
設も不振で、道内の観光、

飲食、物販など幅広い業界
に深刻な影響が広がってお
ります。今回は地震だけで
はなく原発の問題も起きて
いるので、これが消費者心
理に対しても様々な影響を
及ぼしております。自粛する
ことも大事ですが、何を自粛
して何を行うべきなのか、私
たちにとって過去に例をみ
ない難しい判断を迫られて
います。先日、あるホテルが
地震発生後に地域の方々を
館内に受け入れ、緊急避難
先として場所を提供し、ミネ
ラルウォーターや歯ブラシを
配っている様子がテレビの
ニュースで流れていました。

その中で、献身的な行動を
しているホテルマン達を見
て、あたらためて、私たちに
できることは何かを考えさせ
られました。「ホテルの本当
の価値とは何だろうか」。そ
れは、見た目の豪華さ、設
備の素晴しさ、食事のおい
しさなどではない、私たち
は、どれだけ親身になって
お客様やスタッフのことを考
えて行動できるか、すなわち
「ホスピタリティーの心」が今
こそ試される時だと再認識
いたしました。そして知識と
知恵を持ち、「柔軟な心と判
断力」が必要だと感じまし
た。ホテルは日常お客様を

もてなすためのノウハウを豊
富に持っています。
ホテルは衣食住の中の「食・
住」の提供が可能なハード
を備えているのですから、
B.M.C としてもお客様の安
全や心身の拠り所として機
能が果たせるよう日常の仕
事の内容、流れ、体制の見
直しを図っていきたいと思い
ます。
さて、北海道 B.M.C です
が、当初 4 月に予定してい
た例会を 5 月に延期開催す
る予定です。また、7 月開催
の夏期研修会の準備も現在
進めております。3 月に、北

は JR 札幌駅、南はすすき
の駅まで通じる駅前通り地
下歩行空間が完成し、札幌
中心部のアクセスが充実し、
地元の方々や観光客にとっ
ても快適で便利な空間が誕
生しました。過剰ともいえる
自粛ムードの中、街からネオ
ンが消え、節電による商業
施設の営業短縮など本当に
今まで経験したことのない逆
風が吹いています。しかし、
嘆いていても、落ち込んで
いても仕方がありません。ホ
テルマンとして働ける喜びを
かみしめながら前を向いて、
お客様を笑顔でお迎えした

いと思います。私たちの行
動で少しでも被災地の方々
の光になれるよう、今まで以
上に前向きなアクションを起
こしていきたいと思っており
ます！

す。こういう時に必要なの
は、「勇気」だと思います。過
去の栄光を捨てる勇気と新
しいことに挑戦する勇気で
す。いずれにしても、会議を
するだけでなく実行すること
が大事ではないでしょうか。

■北から南からの予定
5 月・・・北海道（今回予定）
6 月・・・沖縄（次回掲載）
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

「がんばれ！東北、がんば
れニッポン！！」
北海道 Ｂ.Ｍ.Ｃ.
会長 平尾 昌司

編集後記
北海道ＢＭＣの平尾会長
の記事にもありますが、アジ
アも含め、海外から日本へ
のお客様が激減していま
す。ホテル業は宿泊がメイン
ですから、その影響は大き
なものです。
私のホテルでも、その影
響を最小限に抑えるべく、
緊急対策会議を開き、増収
と経費削減の両面からいろ
んな案を出し、実施に向け
て調整をしているところで

まさしく「Do it」ですね。

では、沖縄の新川会長よろ
しくお願いいたします。

