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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:
• 九州新幹線
• 料飲業界の「元気
を出す集い」

北から南から

九州新幹線「さくら」
3 月 12 日、九州新幹線
が全線開通します。これで、
大阪-鹿児島間が約 3 時間
半で往来できるようになりま
す。
昨年 12 月には、東北新
幹線が青森まで延伸し、東
京-新青森間が約 4 時間に
なりました。
つまり乗り継ぎは必要で
すが、鹿児島から青森まで
飛行機を使わずにその日の
内に行けるということです。
私は北海道の十勝出身
で、京都の大学に進学した
のですが、日本海経由で 36
時間、東北本線経由でも 26

時間かけて帰省していまし
た。ずいぶん便利な世の中
になったものです。
これで観光客が増え、ホ
テルの稼働率も上がるので
はと期待されています。
しかし、宴会・料飲部門と
いうのは残念ながらこう言っ
たことにはあまり影響を受け
ません。
我々は、地元といかに上
手く付き合っていくかが大事
なのです。
私は、広島へ来られたお
客さまには、広島の街中で
「広島焼き」を食べていただ
ければいいと思っています。

ホテル館内のレストランは、
地元の人たち向けに九州フ
ェアや北海道フェアを開催
して、楽しませてあげればい
い。
また、宴会場は企業ばか
りがお客さまではありませ
ん。個人需要も増えてきて
います。退職されても元気な
人たちがたくさんいらっしゃ
います。同窓会マーケットも
単価が上がってきました。
「ホテルで宴会」が普通に
なるように、みんなで知恵を
出し合いましょう。
（以上）

• 東北ＢＭＣ

料飲業界の「元気を出す集い」
編集後記

2 月 22 日、料飲業界の
「元気を出す集い」がホテル
オークラ東京で開催されまし
た。
集まった団体は、以下の
8 団体です。
① ＡＪＣＡ（社）全日本司
厨士協会
② ＢＩＡ（社）日本ブライ
ダル事業振興協会
③ ＨＢＡ（社）日本ホテ
ルバーメンズ協会
④ ＨＲＳ（社）日本ホテ
ル・レストランサービス
技能協会
⑤ ＦＢＯ（ＮＰＯ）料飲専
門家団体連合会

⑥ ＡＨＡ（ＮＰＯ）全国ホ
テル＆レストラン人材
協会
⑦ JHSIC 日本 ホスピタ
リティ・サービス産業
団体協議会
⑧ ＢＭＣ 全国宴会支
配人協議会
B.M.C.は全国役員以外
の地区の会員の参加もあり、
総勢 300 人という大きなパ
ーティーになりました。
翌日には、東京ビッグサイ
トのホテレスジャパン会場
で、全日本司厨士協会の宇
都宮会長、フードコーディネ

ーター協会理事の阪口恵子
さん、全国 B.M.C.の清原相
談役がパネリスト、オオタパ
ブリケーションズの太田社長
がコーディネーターとなりパ
ネルディスカッションが行わ
れました。
そこでもテーマは「料飲業
界が元気を出す」という内容
で、大勢の観客が見入って
いました。
ホテレスジャパンの会場
で、北海道 B.M.C.の斎藤
前会長もお見かけしました。
（以上）

北から南から
東北Ｂ.Ｍ.Ｃ.
皆さんこんにちは、全国
B.M.C 冬期総会の興奮が
冷め遣らない岡山会長の後
をついで書けることを光栄に
思っております。
東北 B.M.C.は他地区と
大きく違う点が一つありま
す。それは何かと申しますと
例会時におけるセミナーの
人数と懇親会の人数の大逆
転劇。以前故橋本保雄様が
東北 B.M.C の例会.に出席
されたときの名言は「東北
B.M.C.は勉強集団である。」

それはセミナーの人数が懇
親会の人数よりはるかに多
い。これぞ真の B.M.C.の姿
である」と、その言葉通り東
北 B.M.C.は例会の度にセミ
ナーを取り入れ、又新しいこ
とへの挑戦も忘れない。
その一つは、東北発若手
技能コンペティションは６回
を数えた。そしてもう一つは
誰も変えなかった接客用語
の大改革の全国発信であ
る。先人が作った道標をた
だ真似ていくのは容易いが
それで先人は喜ばない。常

に歴史も記録も塗り替えられ
ていく運命にある。今私達に
求められているのは守破離
(しゅはり)の原理で、先人か
ら受け継いだものを守りなが
らも、しかしながら現代に合
わなくなったものは捨て去る
勇気、そして独自の工夫を
加えて今までの型を超える。
つまり私たちは先人の教え
をただ真似るのではなく、平
成の坂本龍馬を目指さなけ
ればならないのである。
ところが何か新しいことを
始めようとしたときに良く、そ

んな“前例がない”と言うリー
ダーがいるが、一々前例の
有無を気にしていたら、例え
ば黒電話から携帯電話は生
まれなかったし、更にはメー
ル機能やワンセグ機能付き
の、こんな便利な携帯電話
は生まれなかった。これから
求められる強いリーダーと
は、｢前例がない｣ではなく
｢改革｣と言う２文字を掲げ、
常に新しいことへの挑戦で
ある。
そこで東北からの提案は
接客用語の大革命。日ごろ
日常茶飯事に使われている

｢失礼致します｣と｢ありがとう
ございました｣の見直しであ
る。私達はお客様から大切
なお金を頂戴する訳だか
ら、お客様に喜んで貰えるこ
とだけをするべきで、決して
失礼な事をしてはいけない
のである。ところが現実は幹
部クラスでさえ何をするにも
失礼致しますの大連発であ
る。一々失礼なんかしていた
らお金を取れないどころか、
その失礼するような未熟な
サービスはいつ卒業するつ
もりですかと問いたい。
そしてもう一つは「ありがと

うございます」への拘りであ
る。「ありがとう」は感謝を表
す言葉だが、その言葉尻に
「す」を付けるか、「た」を付
けるかによって意味合いに
大きな差が生じる。お客様
に心底感謝する気持ちがあ
るのなら感謝の気持ちに終
わりがあろうはずがない。つ
まり感謝の気持ちは未来永
劫に持ち続けるべきで｢あり
がとうございます｣の現在進
行形が正しいのである。さ
あ、これでも｢ありがとうござ
いました｣と｢失礼します｣を
言い続ける勇気があります
か。

それでも東京とは違います。
東京へ行くと、元気をもら
って帰る一方、賑わいの差
にショックも受けるのが本当
のところです。 それでも、
やはり出かけなければいけ
ません。出かけると何か発見
があります。 みなさん、新
幹線に乗って出かけましょ
う！

４月・・・広島（次回予定）
5 月・・・北海道
6 月・・・沖縄
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

■北から南からの予定
3 月・・・東北（今回掲載）

では、広島の藤本会長よろ
しくお願いいたします。
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編集後記
この B.M.C. Times が、全
国 B.M.C.のホームページ
で閲覧できるようになりまし
た。ぜひ、パートナーの皆さ
んにもお知らせください。
22 日、23 日と東京に行っ
たのですが、やはり地方との
違いを感じます。まず人が
多く活気があります。広島は
夜 9 時を回ると駅周辺と言
えども人通りはまばらになり
ます。 繁華街（流川）はそこ
そこ賑わっているのですが、

