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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:
• ホテルだからでき
ること

• HRS より「是正勧
告に関するご報
告」

北海道なぅ

ホテルだからできること
最近は大きな宴会場や、
多くのレストランを付帯した
大型シティホテルは建設さ
れなくなりました。やはり企
業として、利益を追求する経
営をしなければいけないか
らです。
皆さんご存知のように、宿
泊部門と比較して、宴会部
門、婚礼部門、料飲部門の
利益率は大きく劣ります。
利益率が低いうえに、街
場に高級レストランが増え、
法人の宴会需要も減少。結
婚式は、婚姻数が減少して
いるのに、専門式場やゲスト
ハウスが増え続け、激しい競

争となっています。
ホテルがこれらの施設に
打ち勝つには、「ホテルだか
らできること」を真剣に考え、
取り組むことが必要だと思い
ます。ではホテルだからでき
ることとは何でしょう。まずは
「安全・安心への取り組み」
です。防災や食の安全への
取り組みは、胸を張って「ホ
テルだから事故はない」と言
えるようにしたいものです。
次に「チームワーク」で
す。チームワークの定義は
色々あります。大事なこと
は、同じ目標に向かって、同
じ戦略で、意見を交わしな

がら進むことです。特に意見
を交わすことは重要です。ホ
テルは大きな組織ですから
働く従業員数も多い。部門
別ＧＯＰを目標にするところ
では部門間の壁もあります
が、この壁を乗り越えるとホ
テルは強くなると思います。
最後にプロフェッショナル
の存在です。ゲストはプロフ
ェッショナルなサービスを求
めています。それに応えるこ
とができるのがホテルです。
全国 B.M.C.会長
伊藤 保

• 北海道 B.M.C.

ＨＲＳより「是正勧告に関するご報告」（原文）
編集後記

懸案となっておりました是
正報告書が平成 24 年 3 月
29 日付けで正式に受理され
ました。会員の皆様には、多
大なご心配をおかけしたこと
を心よりお詫びいたします。
昨年 10 月 7 日付厚生労働
大臣名の厳しい勧告でした
が、10 月に速やかに特別委
員会を発足し、12 月 7 日、
今年 1 月 10 日の 2 回の臨
時総会を経て、是正報告書
を厚生労働大臣に提出いた
しました。その後、事実調査
を継続し、新たに判明し た
事実確認も含め追加報告書
を提出し、この度正式な受
理至りました。総会で詳細な
ご説明をしてまいりますが、

是正報告書の中で記載した
多数の項目の改善策を早急
に、かつ誠実に実行して行
かなければなりません。
これを機会に襟をただし、会
員の皆様のご協力のもと新
たに開かれた「新生ＨＲＳ」
を作って参りたいと思いま
す。皆さまの温かいご支援と
ご協力を切にお願いいたし
ます。
○是正報告書での主要改
善策（抜粋）
（1）アドバイザープロジェクト
の創設
（2）コンプライアンス研修会
の実施
（3）秘密保持に関する事項

の周知徹底
（4）協会の役員及び職員の
業務制限
（5）レストランサービス技能
検定内部監査の 適切な実
行
（6）講習会受講料への依存
体質からの脱却
（7）情報管理・内部統制の
強化
（8）管理機能の強化
（9）学科試験問題を中央職
業能力開発協会と協働で作
成
（10）教本の見直し
（11）その他
HRS ニュース 4 月号より
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皆さんお元気ですか。日
本中が経験したことがない
未有の大地震、大津波から
もう早いもので 1 年過ぎまし
た。震災で被災された方、ま
た放射能の影響でご自宅に
帰還できない方が一日も早
く普段の生活に戻りますこと
を心よりお祈り申し上げま
す。
今年の北海道の冬は過
去の記録を塗り替えるほど
の大雪となりましたがここ最
近は、めっきりと春めいて雪
溶けが進み、桜の開花を待

つ季節となりました。
例年より 10 日ほど遅いで
すが、また郊外のｺﾞﾙﾌ場も
含め、レジャー施設も今か
今かと待ち焦がれていま
す。
北海道はこれから観光シ
ーズンに突入しますがまだ
まだ遠い感じがする今日こ
の頃です。
平成 23 年度も無事終了
し、本年度最初の例会を開
催致しました。
主 要 議 題 と し て 平 成 24
年度の運営方針、研修会の

あり方、今後継続する若手コ
ンペティションの応募のテー
マ等忌憚ない意見交換とな
りました。
さて、4 月となりピカピカの
フレッシュ新人が期待と不安
の顔のぞかせながら入って
きました。
私は、新入社員との会話
が非常に好きです。色々な
環境で育ってきた新人との
会話は、私のモチベーショ
ンを高く致します。
私は冒頭に仕事でいちば
ん大事なことを話しました。

皆様がたはどのようなこと
を思い浮かべるでしょうか。
おそらくそれは人それぞ
れでしょうし、そのいずれも
正しいと思います。
仕事でいちばん大事なこ
とという問いに模範解答は
存在しません。ただ、仕事を
していく前提として、いちば
ん気を配らなければいけな
いことと言えば、人間関係で
あると私は思うのです。
どのような仕事に携わるに
しろ私たちの前には常に人
がいます。人間関係の構
築、「お客様」「上司」「先輩」

「後輩」「同僚」「取引様」との
コミュニケーションをとって下
さいと。それさえうまく取れれ
ば仕事の仕組み内容、組織
を理解できると思います。
皆さんもおそらくご存じだ
と思いますが北海道版ミシュ
ランガイドが 4 月 20 日に発
売となりました。
偶然にも発表 4 日前に 2
星レストランにお客様に誘わ
れて行ってきました。さすが
に料理はすばらしく感激致
しました。
料金も高くなく、雰囲気も
良く、さすがミシュランが選

んだ店という感じがしまし
た。最後に店主とお話がで
き、ミシュランが来店したこと
は全然気付かなかったそう
です。また機会があれば行
って見ようと思います。
7 月の夏期研修会で皆様
方とお会いできるのを楽しみ
にしております。
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編集後記
4 月初旬から 20 日ほど、
京都に住んでいる孫が遊び
に来ていました。仕事は、結
構忙しかったのですが、孫
が寝る前に帰ろうと連日、早
目の退社をしていました。
フェイスブックで「孫は宝
物です」と書いたら、部下か
ら「孫にとってもおじいちゃ
んは宝物です」と返されまし
た。そう思うと嬉しいです。
しかし 3ＬＤＫでの一人暮
らしは寂しいです。

最近、決算書類を見る機
会が多くなりました。貸借対
照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及びキャッ
シュ・フロー計算書のいわゆ
る財務四表です。
大学で学んだのは B/S と
P/L だけでした。会計の流
れを理解すると、「木を見て
森を見ず」となるようなことは
なくなります。皆さんもこの時
期に、会計学を復習しては
いかがですか。

■「なぅ」の予定
5 月・・・北海道（今回掲載）
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
沖縄の新川会長、原稿を
お待ちしております。

