
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容: 

 
• 謹賀新年 

 

 

• 料飲業界の元気を
出す会の集い 

 

 

 

北から南から 

 

• 北陸ＢＭＣ 

 

 

 

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。 

新年明けましておめでとう

ございます。今年もよろしく

お願いいたします。 

ついに 12 号目の発行を

迎えました。今回で、各地区

B.M.C.の紹介は 1 巡したこ

とになります。「北から南か

ら」は続けていく予定ですの

で、是非 PRに使っていただ

きたいと思います。 

さて、この 1 年 B.M.C.が

何をしてきたかを振り返って

みます。 

1 月 25 日、大阪 B.M.C.

ホストで全国 B.M.C.総会が

神戸ポートピアホテルにて

開催されました。当日サッカ

『謹賀新年』 

料飲業界の元気を出す会の集い（2/17） 

 
 

本年で 3 回目の開催とな

ります「料飲業界の元気を出

す会の集い」が、2 月 17 日

ホテルオークラ東京で開催

されます。詳細は、追ってご

連絡いたしますが、スケジュ

ールの調整も必要と思いま

すので取り急ぎ、ご案内い

たします。 

「料飲業界の元気を出す

会」は平成 21 年に BIA、

BMC、AJCA、 JSC、HRS、

FBO、HBA、AHA 等の 8 団

体で結成された会です。 

今回は、さらに他の団体

にも声をかけ、より多くの出

席を募っているところです。 

また、今回のセミナーでは

「苦渋のご経験からの提言」

ーの日韓選もあり、夜更かし

した人も多かったのでは。 

2 月 22 日ホテルオークラ

東京で「第二回料飲業界の

元気を出す会」が開催され

ました。BIA、HRS、HBA、

FBO、全日本司厨士協会、

その他関係団体が出席され

ました。 

3 月 11 日、東日本大地

震が発生し、被災地だけで

なく、日本の経済も大きな打

撃を受けました。あらためて

被災された皆さまに心よりお

見舞い申し上げますとともに

一日も早い復興をお祈りい

たします。 

5 月 23 日、ＨＲＳ理事会・

総会が開催されました。 

6月 9日、ＢＩＡ理事会・総

会が開催されました。 

7 月 7 日、四国 B.M.C.ホ

ストで全国 B.M.C.夏期研修

会をホテルクレメント徳島で

開催しました。阿波踊りは楽

しくもあり、恥ずかしくもあり

でした。 

8 月 16 日、横浜でウエデ

ィングシンポジウムがあり、パ

ネラーとして参加しました。 

以上 

全国 B.M.C.会長 

伊藤 保 

と題し、新春パネルディスカ

ッションを行います。 

パネラーは、直接被災さ

れた岩手、福島、茨城、千

葉からホテル・会館等の経

営者をお招きし、「苦渋のご

経験からの提言」を非被災

地の料飲業界の方々にお

伝えいただく内容となってい

ます。 

パネラーは、以下の通り

です。 

・ホテルオークラ東京ベイ

（千葉県浦安市）代表取締

役専務総支配人池田正己

氏 

・パレスいわや（福島県い

わき市）代表取締役社長岩

谷義一氏 

・ホテルクリスタルパレス

（茨城県日立市）代表取締

役社長海野泰司氏 

・ホテルシティプラザ北上

（岩手県北上市）代表取締

役社長山崎悟朗氏 

 

「明日は我が身」という状

況の中、貴重な経験を自社

の BCP に活かしていただけ

れば幸いです。 

多忙の折とは思います

が、ぜひ参加していただき、

この機会に各友好団体との

交流も深めていただければ

と思います。 

 

全国 B.M.C.会長 

伊藤 保 
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北陸 B.M.C. 

まず始めに東日本大震

災にてお亡くなりになられ

ました方々にお祈りを申

し上げるとともに被災され

た皆様に謹んでお見舞い

申し上げます。 

さて、改めて新年明け

ましておめでとうございま

す。全国ＢＭＣ会員の皆

様におかれましては年末

年始の忙しい時期を無事

乗り切られた事と思いま

す。 

さて、昨年は３月１１日

北から南から 

 

がなかなか活動・勧誘が

出来ていないのが現実で

す。そういった中におい

て、新人マナー研修・障

害者受入れ研修等にて

北陸地区ホテルのサービ

ス向上に向けて毎年活動

をしております。 

会員数が少ない分各

会員が親しくなりやすい

反面、活動に甘えがでて

しまうのが感じられます。

（私も含めてですが） 

そんな活動状況に置いて

１１月に北陸として若手コ

ンペティションの地区予

広島に来て、初めて初詣

に行きました。東照宮という

ホテルの近くにある神社で

す。おみくじを引いたら「中

吉」でした。特に注意するこ

とはなさそうですが、まずは

健康に気をつけようと思いま

す。この一年で、およそ 3kg

の減量に成功しましたが、ベ

ストまではまだまだです。 

仕事柄、一番難しいのが

規則正しい食生活ですね。

全国 B.M.C. 
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に東日本大震災が発生

又、原子力発電所のコン

トロール不能と相まって日

本経済に大きなダメージ

を与え、昨年当初の「今

年はいけるのでは」との予

測を大きく軌道修正する

こととなりました。 

北陸に置いては、北陸

財務局長の言葉を借りれ

ば「谷は浅し回復は緩や

か」との評価でありますが

現場では宴会等の自粛、

外旅等の消滅にて非常

に厳しい状況であったと

感じております。 

一部製造・輸出関連の

企業においては大きくア

ップした企業もございまし

たが総体として北陸は低

迷を余儀なくさせられまし

た。 

北陸ＢＭＣにおいては

現在会員ホテルが８社

（富山 4 社・石川３社・福

井 1 社）と厳しい状況の

中で毎月の例会を開催し

ております。毎年のテー

マの一つとして会員数の

増加を掲げてはおります 

 

選を実施いたしました、北

陸独特の大人しく、引っ

込みじあんな土地柄の中

４社ではありますが「なぜ

若手がホテル離れをする

のか？」をエントリー、発

表してもらいました。 

今後、より一層若者の

ホテル離れが予想される

中全国コンペにおいて発

表される内容をヒントとし

今後、北陸地区のホテル

が若手を取り込んで元気

を出しあって行く様、努め

てまいりたいと思います。 

又、本年よりホテルグラン

ミラージユ（（富山県魚津

市（蜃気楼がよく出る市で

す））の村瀬さんが北陸の

会長に付かれましたので

全国の皆様よろしくお願

い申し上げます。 

 

最後に本年はホテル業

界ならびに全国ＢＭＣ会

員の皆様にとって良い年

であります様、お祈りし私

の言葉とさせていただき

ます。 
 

北陸 B.M.C. 

前会長 林 哲雄 

 

皆さんも、昼食を抜いたり、

夜遅く帰ってから食事をした

りと不規則になっていません

か。 

さて、今年の干支は龍で

す。十二支のうち龍だけが

実在しない生き物なんです

ね。龍は威勢がよくて元気

が出そうです。 

最後に、私の好きな言葉

を紹介します。 

「冬来たりなば、春遠から

じ」 

本年もよろしくお願いいた

します。 

■北から南からの予定  

1 月・・・北陸（今回掲載） 

2 月・・・大阪（次回記載 

以後、昨年同様続きます。 

 

では、大阪の森村会長よろ

しくお願いいたします。 
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