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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:

消費税増税の影響
・消費税増税後の影響

・HRS からの挨拶状

・広島いいね！

４月１日より消費税率がア
ップされました。年度末とも
重なり、各社対応に追われ
たのでないでしょうか。報道
によると、マーケットは３月末
の駆け込み需要もあれば、
税率アップ後の冷え込みも
あったようです。
今回の税率アップでは、
「仕方がない」という声が前
回の時よりも多いそうです。
その影響もあってでしょう
か、ホテル業界はある部門
を除いて、大きな影響は受
けていないところが多いよう
です。問題はそのある部門
です。ウエディング業界は全
国的に「４月は厳しい」と聞

いています。悪いところでは
対前年５０％前後、平均でも
８０％前後でしょうか。これは
カレンダーの影響もあると思
います。危険なのは件数を
確保するための安売り戦争
が起こることと、決定後に必
要以上の単価アップをスタッ
フに指示をすることです。単
価を上げるのはもちろん政
策上必要です。ただしあくま
でもお客さまに納得して頂く
ことが原則です。結婚式は１
度きりなので、文句がでにく
い商売です。しかし、結果と
して披露宴実施率の低下と
いう事態を招いてしまいま
す。

経済産業省のデータでは
平成２５年の婚姻件数は、６
６万２千組でした。平成２４年
度は６６万８千組ですから、６
千組の減尐です。予想より
減尐幅が尐なかったことに
なります。しかし取り扱い件
数の減尐率はそれより大き
い、つまり披露宴実施率がさ
らに低下したことになりま
す。消費税アップの影響で
披露宴を挙げない人がこれ
以上増えないことを祈りま
す。そのためには、いい披
露宴を作ることです。
全国ＢＭＣ
会長 伊藤 保

広島 B.M.C.

HRS からの挨拶状
編集後記

ＨＲＳより、ＢＭＣ宛に挨
拶状が届きましたのでその
全文を記載いたします。
『一般社団法人への移
行のご挨拶 日本ホテル・
レストランサービス技能協
会 会長 森本昌憲
謹啓 陽春の候 時下
益々ご清祥のこととお慶び
申し上げます。平素は当協
会の事業運営につきまし
て、格別のご理解とご支援
を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。さて、当協会は公益
法人制度改革関連法に基
づき、内閣総理大臣の認
可を受けて、平成２６年４月
１日を以て、下記のとおり

一般社団法人に移行いた
しました。一般社団法人移
行後におきましても、ホテ
ル・レストラン等における料
飲サービス技術の向上と
業界の発展に貢献して参り
たいと存じますので、今後
とも一層のご指導ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上
げます。まずは略儀ながら
書中をもちましてご挨拶申
し上げます。 謹白
新法人名：一般社団法人
日本ホテル・レストランサー
ビス技能協会（旧社団法人
日本ホテル・レストランサー
ビス技能協会）
移行日：平成２６年４月１日

所在地：変更はございませ
ん。』
先月の BMC Times でも
書きましたが、もっともっと
サービス技能検定の受検
を慫慂しましょう。受験者に
は評価をしてあげましょう。
立派な自己研鑽です。従
業員は使い捨てではありま
せん。会社は人を育てる場
所です。現場で働くだけで
は技術の向上には限度が
あります。ＢＭＣ、ＨＲＳを
有効に活用しましょう。
全国Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長
伊藤 保

広島いいね！
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広 島 B.M.C. は 役 員 改
選があり、本年度から会長
代行を務めさせていただき
ます。ホテルグランヴィア広
島の藤本茂雄です。今回
は広島をアピールしたいと
思いますのでよろしくお願
い申しあげます。
昨年は広島カープの A
クラス出場、サンフレッチェ
広島の J リーグ連覇など嬉
しい話題が続く広島！そん
なチームのホームタウン
「広島市」の広島駅周辺も

再開発計画が目白押しで
熱い！これから２、３年後
には広島駅周辺は今とは
変わった風景になるでしょ
う。
広島は市内に６本の美
しい川が流れることから「水
の都」と呼ばれその起源は
１５８９年に毛利輝元が太
田川デルタの大きな三角
州に広島城(別名「鯉城」)
を築いた時にさかのぼりま
す。この三角州が大きな島
に見えたことから「広島」と

名付けられ、その後、広島
は毛利 、福島 、浅野氏の
城下町として栄え、西国一
の賑わいを見せました。ま
た広島には原爆ドームと厳
島神社と２つの世界遺産が
あります。広島に来たらま
ずは訪れたい場所で歴史
や伝統を体験していただき
たいと思います。広島駅周
辺の再開発計画、周辺施
設を紹介すると ２００９年
にマツダスタジアムが出来
て再開発加速！

２０１３年にはコストコが出
店、再開発計画では広島
駅前 B ブロックは５２階建
ての西棟と駐車場・店舗の
１０階建ての東棟で構成さ
れ大規模複合開発で高さ
約１９３m の西棟は広島県
内のみならず中四国と九
州で最高層の建物になる
予定です。広島駅前 C ブ
ロックは地下１階地上１１階
の商業棟と地下１階地上４
６階の住宅棟をつないだ構
造。２０１６年末の完成を目
指すとしています。

ＪＲ広島駅北口の再開発地
区に世界的な家具専門店
のイケア、他に地元マンシ
ョン開発会社と広島県歯科
医師会も進出、若者を中
心に人気の高い小売店の
出店を機に駅周辺の集客
力が高まり広島市中心部
の再開発に弾みが付くほ
か、地元経済の活性化に
もつながりそうです。
また、広島駅も２０１７年
にはリニューアル後、南北
自由通路が開通してより便
利になる予定で本当に楽

しみです。・・・でもそのころ
には退職しているかも？
（笑い）
広島 B.M.C.のモットー
はアドバンス（前進・一歩前
へ）と考えております。ブラ
イダル関係者を対象とした
「キャンドルナイト」 ＨＲＳ
様との共催で宴会サービ
ス・料飲関係者を対象とし
た勉強会も継続して参りま
すので今後とも何卒よろし
くお願い申しあげます。
広島 B.M.C.
会長代行 藤本 茂雄

しています。広告を使わず、
内容の濃い更新と頻度を高
めることで３５０を超えるいい
ね！をいただきました。今後
はホームページとの連動も
考えていきたいと思います。
さて、新人教育の進捗は
いかがですか。みなさんど
れくらいの時間をかけている
のでしょう。自動車教習所の
ように、教育内容を細分化し
て、ひとつひとつ確認テスト
をすることをおすすめしま
す。個人差があるのは当たり

前です。それから現場に出
るときはもうプロフェショナル
ですから、「研修中」のバッ
ジは、はずしましょう。

編集後記
全国 B.M.C.の Facebook
ページに「いいね！」をして
ください。今も昔も発信力は
重要なのは同じです。昔
は、新聞広告やテレビ・ラジ
オ等のＣＭが主でし たが、
今はウェブの時代です。
全国ＢＭＣのホームペー
ジをリニューアル後、入会希
望のホテルやパートナー企
業が増えています。
Facebook は頻繁に更新
しています。手前味噌です
が、「ためになること」を発信

■「いいね！」の予定
４月・・・広島（今回掲載）
５月・・・北海道（次回掲載）
６月・・・沖縄
７月・・・四国
８月・・・東京
次回北海道 B.M.C.平尾
会長です。北海道を PR し
てください。

