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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:
・全国ＢＭＣ役員会
・女性の社会進出

・北海道いいね！

北海道 B.M.C.

編集後記

全国ＢＭＣ役員会
７月に開催される、全国Ｂ
ＭＣ夏期会長会の打合せを
東京で開催しました。議題
は第３回目となる「若手コン
ペティション」や１月にリニュ
ーアルしたホームページの
運営などです。ホームペー
ジリニューアル後、メールで
の問い合わせが来るように
なりました。目に見える、確
実な進歩です。さらに充実さ
せるための仕組みを考えて
いきます。皆さ んの協力が
必要ですので宜しくお願い
いたします。
会の財政が非常に厳しく
なっており、活動にもいろい
ろな制限をしなければいけ

ない状態で、みなさんに苦
労をかけていることを申し訳
なく思っています。その改善
のためにもホームページの
バナー収入には期待をして
いるところです。
近いうちに、夏期会長会
の正式な案内を送らせてい
ただきます。ホストの東京Ｂ
ＭＣ様が、とっておきのイベ
ントを用意して下さっている
ようです。東京はとても刺激
のあるところです。せっかく
ですから、いろいろ見学して
帰ってください。
以上
全国ＢＭＣ
会長 伊藤 保

ＨＲＳより
年会費の滞納が年々
増加し て いると の情
報が入りました。周り
に未納の方がいない
かどうか今一度声を
かけてください。退会
をされる場合も、必ず
そ の旨手続きをして
いただきますよう、宜
しくお願いいたしま
す。

女性の社会進出
アベノミクスの３本目の矢
として、「成長戦略の中核」
は女性の活躍だと明言され
ました。これは女性登用を社
会政策としてではなく、経済
政策として捉えた重要な発
言と理解します。さらに安倍
首相は女性の登用が成長
の源泉になると位置付けて
おり、経団連など経済３団体
との会談において、「全ての
上場企業において、まずは
役員のうち１人は女性を登
用して欲しい」と具体的な要
請を行ったことも明らかにし
ました。
賛否いろいろあると思いま
すが、私は賛成です。女性
が働くから失業する男性が
増えるんだという人がいます

がそれは違います。男性が
看護士に進出しても女性の
看護士に変化はありません
でした。我々の働くホテル
は、もともと女性従業員の占
める割合が非常に高い業界
です。産休などの制度もず
いぶん前からあり、取組みと
しては進んでいるほうだと思
います。しかし、管理職とな
るとどうでしょう。少ないので
はないでしょうか。案外いる
ように見えて男女の構成比
率からみるとやはり少ないと
思います。課長クラスまでは
いても部門長はなかなか見
かけません。会社だけでな
く、諸団体でも同じです。み
なさんのまわりはどうでしょう
か。ＢＭＣは各地区に女性

の役員を見かけます。それ
でもまだ少ないですね。もっ
と女性を登用しましょう。メリ
ットはたくさんあります。なん
と言っても感性が違います。
次回の参議院議 員選挙
で、どれくらいの女性候補を
自民党が公認するかが見所
ですね。女性議員が誕生
し、景気が上向くことを期待
します。果して女性の登用
が進まないので経済が成長
しないのか、経済が成長し
ないから女性の登用が進ま
ないのかどちらなのでしょう。
そのうち「男女」という言葉
がなくなる時代が来るかもし
れません。
全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長
伊藤 保
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皆さ んこ んにちは。北海
道Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長の平尾で
す。私も会長に指名され、早
や３年目に入りました。初年
度は忘れることができないあ
の大震災が起きた年でもあ
ります。まだ震災前の元の生
活に戻れない人たちが多数
いらっしゃいます。一日も早
く震災前の生活に戻れます
よう念じております。また何
か復興のお役に立つことが
あればこの会を通じて行い
たいと思っております。
さて今年の北海道は２年

続けて大雪となりまだ雪が残
っている地域もあります。ま
た例年にない大雪で雪溶け
が遅く、レジャー施設などの
オープンが遅れ、お客様の
集客にも影響を与えており
ます。反面、雪溶けが遅い
のも良い面があります。旭川
近郊の近い大 雪山系の旭
岳では、大型連休中春スキ
ーが出来る楽しみな面もあり
ます。また今時期は、ゴルフ
とスキーが同時にできるのが
北海道ですがまだまだ「しば
れる（寒い）」地域もありま

す。４月２５日に新年度初め
ての例会を開催しました。大
きな課題は今後続けていく
コンペティションにどのように
したら若者が参加できるの
かが最 重要課 題と なり まし
た。現状の北海道の運営は
厳しい現況となっていること
から皆様からの活発な意見
交換の場となりました。今
後、多くの若手が参加出来
るよう仕組みを変えていくこ
とが今後の大きな課題となり
ました。ここで北海道のＰＲ
をしたいと思います。２０１２

年４月開業した北海道初上
陸で最大級の施設、三井ア
ウトレットパークのご紹介で
す。この施設は、北海道の
気候に合わせた、全国にあ
る三井アウトレットパーク初と
なるエンクローズモール（屋
内型モール）。館内は「北海
道の自然との共生」をコンセ
プトに「大地」「木のぬくもり」
など「自然と調和した中でシ
ョッピングできる」空間をイメ
ージした建物です。面積は
約２万２３００平方メートル。
ティックブランドのファッショ
ン、地元グルメなど１３０店が
出店。千歳空港から近いこと
からアジアをはじめとした海

外観光客の需要も年々増え
ています。また第２期工事も
２０１４年５月を予定してお
り、今後、海外の観光客の
集客にも期待を寄せており
ます。さて４月上旬に発表さ
れた世界最大の旅行口コミ
サイト、トリップアドバイザー
が発表した「朝食のおいしい
ホテル２０１３」このサイトは日
本語版サイトで登録されて
いる約２万軒の宿泊施設を
対象としてます。北海道から
なんとベスト１０に３ホテルが
入り、尚且つ、その中にＢ.
Ｍ.Ｃ加入の２ホテルがランク
インしました。観光客、ビジ
ネス客に話題になるのでは

とひそかに期待します。日頃
から北海道の食材をふんだ
んに使っているのが高い評
価を受けたかもしれません
ね。逆にこの評価を維持す
ることは、非常に難しいと思
いますが地元や周辺地域、
観光客の皆さんのご協力で
美味しい料理を今後も提供
し、北海道の活性化に繋げ
ていきたいと思います。
東京で皆様と再会できる日
を楽しみにしております。

地で開催されるフレンドシッ
プデーが、今年は直前に中
止になってしまいました。財
政上の理由だそうです。個
人的に楽しみにしていたの
でとても残念です。
平尾会長の北海道では
雪が降りましたね。春はまだ
まだとのことですが、朝食の
おいしいホテル２０１３に、北
海道からベスト１０入りが３ホ
テル、しかもＢＭＣ加盟ホテ
ルが２つとうれしい報告もあ
りました。アウトレットパークも

できて、さらに旅行者が増え
るといいですね。
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今年のゴールデンウィー
クはどのように過ごしました
か。広島では５月３日から５
日までフラワーフェスティバ
ルが開催され、初日は７０万
人の人出がありました。平和
大通りを歩行者天国にして、
たくさんのステージや出店が
並びます。昨年、ものすごい
群集に圧倒され疲れきった
ので、今年は出かけません
でした。そして毎年５月５日
に山口県岩国市の米軍基

北海道 B.M.C.
会長 平尾 昌司

■「いいね！」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
次回は沖縄 B.M.C.新川
会長です。沖縄を PR してく
ださい。

