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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 B.M.C.の取組み
・全国 B.M.C.の取組み

・HRS 入会のすすめ

・東北いいね！東北人い
いね！

東北 B.M.C.

編集後記

業界の従業員数は増えて
いる？ それとも、減ってい
る？ホテル業界と広義で見
るとビジネスホテルなども増
えているので、従業員数も
増えているような気がしま
す。但し、アルバイトや契約
社員が増えて、正規雇用は
あきらかに減尐ではないで
しょうか。特に料飲・宴会部
門でみると、料飲施設そのも
のが減っていますから、当
然ウエイター・ウエイトレスも
減っているでしょう。
新しく開業するホテルは
料飲施設としては１つという
ところがほとんど。歴史のあ
るホテルでも、改装時にレス

トランの数を減らしたり、外部
委託にしたりと、直営での店
舗数は減尐傾向。席数も減
らすところをよく見かけます。
こうした状況を変えていか
なければ、若い人たちの職
場がなくなってしまいます。
かといってきれいごとは言っ
ていられません。経営が成り
立たなければ、建物ごと譲
渡してしまうのが現在のホテ
ル業界です。
我々は、自分のホテルだ
けが儲かったらいいという考
えではなく、日本のホテルの
レストランや宴会・ブライダル
全体が活性化するために知
恵を出さなければいけない

のです。ホテル全盛期は、
売上だけを考えていればそ
れで利益が出ていました。
今の時代はそうはいきませ
ん。若い人には、経営につ
いても早くから教育する必要
があります。
その為には、常識を超え
たシステムを考えるしかあり
ません。お客さま、従業員、
経営者、株主、すべての人
が笑顔になる、そんな業界
を目指しましょう。
全国ＢＭＣ
会長 伊藤 保

HRS 入会のすすめ
HRS 社団法人日本ホテ
ル・レストランサービス技能
協会は今年４月１日より、正
式に一般社団法人となりま
す。従来の社団法人は、一
般か公益のいずれかを選択
しなければいけなかったの
ですが、HRS は一般社団を
選んだということです。
移行に当っては、厚生労
働省の指摘事項に対し、故
杉原元会長はじめ、多くの
人たちにご尽力いただきま
した。国家資格試験を扱う
団体としては、知らなかった
とか知識不足だったではす
まされないことも多々ありま
す。BMC とは非常に距離の
近い団体でもあり、これから

もお互いに協力をしあって
いかなければと思っていま
す。
さて、もうじき４月になりま
す。みなさんのホテルは新
入社員は入りますか。研修
を経て、各部門に配属され
るわけですが、中には希望
ではない部署に配属され、
それが理由で退職してしまう
ということもあるようです。そ
の希望ではない部署が、料
飲部や宴会部ではないよう
にしたいものです。
その為には、目標を持た
すことをお奨めします。宿泊
部の場合は、語学の習得と
いうのが目標でしょう。料飲
部や宴会部にはＨＲＳの技

能検定を目標にしてはいか
がでしょう。
その為には、まずＨＲＳに
入会していただくことから始
めてみましょう。会員になると
会報誌が配られ、豆知識が
増えるだけでなく、世の中で
活躍する優秀なサービスマ
ンがいることを知ることがで
きます。また、テーブルマナ
ー講師資格や各種コンテス
トなどについての情報も得る
ことができます。
業界に興味を持ってもらう
ためにも、新入社員にＨＲＳ
への入会をおすすめ下さ
い。
全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長
伊藤 保
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東北 B.M.C.
東北 BMC の佐々木で
ございます。さて、２回目の
寄稿となりまして、東北の
紹介を今回はさせていた
だきます。まず、昨年は「東
日本大震災」後、様々な復
興の続く中、NHK 朝ドラで
は岩手県久慈市を舞台に
「あまちゃん」、また大河ド
ラマでは福島県会津若松
を中心とした「八重の桜」等
など東北を中心としたドラ
マが放映されました。

小生の住む八戸市は、
「あまちゃん」の舞台となっ
た久慈市までは、JR 八戸
線の始発駅で昨年の夏に
は、多くの観光のお客様で
賑わっており久慈市もかつ
てない活気にあふれてい
ました。ドラマで紹介された
「まめぶ」も手作りで製造さ
れており、生産者の方は大
忙しであったようです。多く
の観光のお客様には大好
評であったようです。現
在 、この八戸線で週末に

「みちのくトレイユ」と称し、
地産地消の献立で食堂列
車も運行され、予約が取れ
ないほどの盛況ぶりです。
昨年は当市を含む三陸海
岸が「三陸復興国立公園」
に指定され併せてドラマ効
果で活気に満ち溢れた一
年であったようです。その
他、80 歳という高齢でエベ
レスト登頂に成功したプロ
スキーヤーで登山家の三
浦雄一郎さん怪我や病気
と闘い、最高齢登頂者も青
森

森出身の方です。また、仙
台市をホームとする「楽天
ゴールデンイーグルス」の
優勝もまた、多くの東北人
の心に喜びと希望も与えて
くれました。 (マー君の渡
米メジャーリーグ移籍はと
ても残念でした)
そして、今年に入って 2
月の「ソチオリンピック」に
おいて、仙台出身羽生選
手の金メダルの感動は、い
まだ東北のみならず全国
の皆様の記憶に残ってい

ることでしょう。
一方 BMC の活動におい
ては、昨年７月東京ドーム
ホテルで開催された第３回
「若手コンペティション」に
おいて、東北地区代表の
優勝と併せ３連覇達成をみ
ごとに果しました。
昨年から今年にかけ、東北
はあの甚大な被害をもたら
した「東日本大震災」を期
に、いままで、温厚・誠実・
控え目な東北人がマグマ
が噴出したごとく、一気に

元気、勇気と希望を噴出し
続けているような気がしま
す。
全 国 BMC 会 員 の 皆
様、頑張る東北を東北
BMC を、今年一年何かと
ご指導、ご支援賜わります
ようお願い申し上げます。
東北 B.M.C.
会長 佐々木 隆治

編集後記（桜の開花予想）
高知と九州各地（大分を
除く）で桜の開花の発表が
ありました。これから、桜前
線がどんどん北へ進むこと
でしょう。
今年の桜は『平年並み』
に咲く所が多く、西日本では
早めの開花となるでしょう。
九州から関東にかけて記録
的に早い開花となった昨年
よりは遅い傾向です。３月中
旬からは一時的な寒の戻り
はあっても気温が高めの日
が多くなっていて、この先も

しばらくは気温が高めの予
想となっています。このた
め、桜の開花は関東から西
で平年並みかやや早くなり
そうです。特に西日本はこの
冬の寒さが非常に厳しかっ
たため、桜の花芽が早く目
覚め成長を始めたと考えら
れ、九州や太平洋側を中心
に早い開花となっています。
広島・・・２５日
大阪・・・３１日
名古屋・・・２４日
東京・・・２５日

仙台・・・４月１１日
札幌・・・５月１日
（ウエザーマップ発表）
■「いいね！」の予定
３月・・・東北（今回掲載）
４月・・・広島（次回掲載）
５月・・・北海道
６月・・・沖縄
７月・・・四国
次回は広島 B.M.C.藤本
会長代理です。広島を PR
してください。

