
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

内容: 

 
・一年を振り返って 
 
 
 
・和食、世界無形文化遺
産登録決定！ 
 
 

 
 
 

・名古屋どえりゃええね！ 

 

名古屋 B.M.C. 

 

 

 

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。 

今年もあとわずかで新し

い年を迎えます。今年はボ

ーナスが前年アップという企

業も多いようですが、これも

アベノミクスの影響なのでし

ょうか。いずれにしても我々

には追い風です。 

沖縄での総会に始まり、

東京での若手コンペティショ

ン開催と、事業計画は予定

通り実施できました。ご協力

ありがとうございます。 

円安の影響もあり、外国

人旅行客が増加し、宿泊部

門は高稼働率のところが多

いようです。 

しかし宴会料飲業界を取

り巻く環境は厳しい状況で

1年を振り返って 

マイナスイメージのニュー

スが多かった料飲業界に、

嬉しいニュースが飛び込ん

できました。 

和食の世界無形文化遺

産登録決定のニュースで

す。 

実は食文化が無形文化

遺産に登録されるのは決し

て珍しいことではありませ

ん。すでに、フランス美食

術、地中海料理、メキシコ、

トルコの伝統料理といった食

文化が社会的慣習として登

録されています。 

今回の提案書では、京都

の精進料理や懐石料理、東

京のすし、東北地方の鍋料

理など、北海道から沖縄に

す。１０月にはメニューの誤

表示や偽表示などの問題が

取り上げられました。 

来年４月からは消費税が

８％になることもあり、税金ア

ップ分をすべて商品の価格

に転嫁できないところもある

ようです。さらに食材も徐々

に値上がりしています。 

この状況に、いかに立ち

向かうかが、我々の考えるこ

とです。単に数字だけを見る

のではなく、アイデアを駆使

し、売上の向上、経費の削

減をすることで利益を上げな

ければいけません。一企業

のアイデアではなく、同業の

仲間として智恵を出し合っ

て、ホテルで働く若手スタッ

フに夢と希望を与えましょ

う。 

ホームページのリニューア

ル後、問い合わせが増えて

います。みなさんの会社でも

同じだと思いますが、これか

らは本格的なウェブの時代

です。全国ＢＭＣはＳＮＳへ

の取組みも行っています。 

ぜひ Facebook で全国Ｂ

ＭＣのページを「いいね！」

してください。 

みなさま良い年をお迎え

ください。 

 

全国ＢＭＣ 

会長 伊藤 保 

至る多様性を紹介。さらに、

うまみを多く含むダシの使

用、みそやしょうゆなど発酵

技術、さしみ包丁など独特

な調理道具で食材の持ち味

を引き出す工夫、葉や竹、

器などで食卓を美しくしつら

える表現方法が発達してい

ることが挙げられています。 

我々は、ホテルの料理と

言えばフレンチと決め付け

ていないでしょうか。各社の

サービスコンテストでは、フ

レンチのサービスが主流に

なっていないでしょうか。 

子供の好きな食べ物ラン

キングでは、1 位： おすし 2

位：ラーメン 3位：カレーライ

ス 4 位：やきにく 5 位：ハン

バーグ となっています。お

すしと言ってもおそらく回転

すしのことでしょう。ベストテ

ンには他にさしみがあるだけ

です。一方嫌いな料理で

は、うなぎ、漬物、焼き魚、

煮魚、あえものがベストテン

入りしています。居酒屋では

あっても、ファミリーレストラン

にはないメニューです。 

地元の名物料理と言われ

るものの多くは和食です。も

っと地元をアピールすること

で和食が今以上に愛される

ようになるのではないでしょう

か。 

 

全国ＢＭＣ 

  会長 伊藤 保 
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皆様こんにちは。名古屋

B.M.C.会長の淺野です。４

月の総会から会長を仰せつ

かり、初めての B.M.C.Times

に寄稿します。「名古屋いい

ね！」を挙げるとすると、わ

たくしなりに３つの「いい

ね！」が挙がります。 

まず、最初に思いつくの

は、やはり皆様もご存知、戦

国武将の三英傑を輩出した

土地ということです。織田信

長「鳴かぬなら殺してしまえ 

ほととぎす」、豊臣秀吉「鳴

かぬなら鳴かせてみせよう 

名古屋どえりゃええね！ 

 

で決断した人だとも言わ

れています。 さて皆様はど

のタイプ？ 

次に「名古屋いいね！」に

ついて上げさせていただく

と、やはり名古屋めしだと思

います。名古屋めしと言え

ば、“味噌串かつ”・“手羽

先”・“ひつまぶし”・“天む

す”だと思います。この名古

屋めし（手羽先）、東北の「と

ある方」が名古屋にお越しに

なられた際、数名でビックリ

するほど召し上がったことを

思い出します。また今年は B

―１グランプリも愛知県にて

開催され、５８万人もの方々

今年は流行語大賞が４つ

も選ばれる豊作でした。「じ

ぇじぇじぇ」はあまちゃん効果

とも言われ、舞台のモデルと

なった久慈市は例年にない

観光客数が押し寄せたそう

です。「倍返し」はもやもやし

たサラリーマンの気持ちを反

映したのでしょう。実際には

なかなか言えない言葉で

す。ましてや上司になんて。

「今でしょ！」はいい言葉だ

と思います。考えたら即実

全国 B.M.C. 

2013-2014年度会長 
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ほととぎす」、徳川家康「鳴

かぬなら鳴くまで待とうほとと

ぎす」という俳句が有名だと

思います。この俳句、本人が

詠んだものかは不明だそう

ですが、この三人の生き方

や行動がうまく表現されてい

るものです。 

実は今の日本人のリーダ

ーの性格はこの三つのタイ

プに分けられると言われて

います。信長は「革命家」、

「天才」とよく言われ、好奇心

の強い人でした。古い体制

を破って数々の改革を行っ

た人です。秀吉は、俳句か

らも分かるように、とても社交

的で、家臣などを説得する

力を持ち合わせていました。

また、とても出世欲が強く働

き者だったと言われていま

す。家康は、幼い頃から我

慢に我慢を重ねて、逆境や

困難にも決して負けない人

でした。将来のことを予め見

抜いて、勝利を勝ち取ったと

言われています。また、自分

一人で考えて決めるより、信

用できる部下たちを集めて

議論させ、結論が出たところ 

が来場し、とても盛り上がっ

ていました。（ゴールドグラン

プリは福島県の浪江焼麺太

国が受賞されていました

が･･･） 

最 後 の 「 名 古 屋 い い

ね！」は各地区と同様、名

古屋 B.M.C.も来年４０周年

を迎えることです。これは、

名古屋Ｂ.Ｍ.Ｃという井戸を

掘った方、そしてその井戸を

埋めることなく掘り下げた諸

先輩方の努力の賜物です。

この井戸を今の世代が埋め

ることなく、さらに掘り下げ、

名古屋 B.M.C.に加盟して

いて良かったと思っていた

だけるような活動を今後も続

けて行きたいと思います。 

 

追伸：名古屋 B.M.C.４０

周年の際には、名古屋めし

もご用意し、皆様を「おもて

なしの心」でお迎えしたいと

考えております。楽しみにし

ていて下さい。 

 

名古屋 B.M.C.会長 

淺野 哲也 

 

行。まさしく Do it!です。「お

もてなし」は昔からある言葉

ですし、今さらと思う方も多

いようです。東京オリンピック

招致に一役買ったことは間

違いありません。（委員会の

方々に響いたかどうかはわ

かりませんが） 

流行語は、みんなが真似

して使って流行したらそれで

立派な流行語です。そうして

見ると「じぇじぇじぇ」も「倍返

し」も「今でしょ！」も「おもて

なし」も普段の会話はもちろ

ん、宴会でのスピーチなど

でもよく使われています。 

いつかＢＭＣが流行語に

なる日が来ないでしょうか。 

 

■「いいね！」の予定    

１２月・・・名古屋（今回掲載） 

１月・・・北陸（次回掲載） 

２月・・・大阪 

次回北陸 B.M.C. 村瀬会
長です。宜しくお願いしま

す。 

編集後記 
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