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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:

ハロウィンとこれからの新商品
・ハロウィンとこれからの
新商品

・HRS 理事会より

・九州イイネ！ASO

今年のハロウィンはものす
ごい盛り上がりでしたね。ハ
ロウィンに関するイベントも各
種催されたようです。ハロウィ
ンについては、本来の意味
（ケルト人の大晦日、収穫
祭、悪魔祓い・・・）を理解せ
ず、ただゾンビのような仮装
をしてバカ騒ぎしているとい
う評価も聞きますが、それで
もいいのではないでしょう
か。本場アメリカでもすでに
宗教的意味合いは薄れてい
るようです。クリスマスも同じ
で、クリスマスを宗教的行事
と考える人はごく僅かです。
クリスマスセール、クリスマ
スバーゲン、クリスマスディナ
ーショー、クリスマスディナー

など、クリスマスという名称が
付くだけで、ワクワクした気持
ちになり、財布の紐もゆるみ
ます。
日本人は、無宗教なのか
多宗教なのかよくわかりませ
ん。年中行事をみてみるとそ
のいい加減さが分かります。
クリスマス＝キリスト教、大晦
日の除夜の鐘撞き＝仏教、
初詣＝神教。お宮参り＝神
社、お葬式＝寺（あくまでも
私の私見ですが）
ホテ ル での キー ワー ド を
整理してみます、１月＝新年
会、２月＝バレンタイン、３月
ひな祭り、ホワイトデー、５月
＝こどもの日、６月ジューン
ブライド、９月＝敬老の日プ

ラン、１０月＝収穫祭、ハロウ
ィン、１１月＝七五三、１２月
＝クリスマス、忘年会。
これらは、ほとんどが商品
化されています。他にもいろ
いろな歳時記があります。知
恵を出して商品化を進めて
はいかがでしょうか。例えば
エイプリルフール。何かヒント
がありそうです。
これからは、従来とは違う
感覚の商品の開発が必要で
す。経験がありすぎると思い
切った商品が生まれませ
ん。若い社員にアイ デアを
募集してみましょう。
以上
全国ＢＭＣ
会長 伊藤 保

九州 B.M.C.

HRS 理事会より（新生 HRS 上半期報告）
編集後記

１１月２０日 HRS 平成２６
年度第３回理事会が開催さ
れ出席してきました。一般社
団法人になり初めての決算
報告（上半期）がありました。
HRS は会費と検定事業が主
な収入ですが、ほぼ予算通
りの進捗でした。支出に関し
ても予算通りで、収支は概ね
良好というところです。サー
ビス技能検定では、学科試
験の合格率が低かったこと
から、実技試験の受験者が
減 少 す る こ と が 予 想 され ま
す。
HRS にはいろいろな委員
会があります。理事以外の
方々も参加していただいて
います。理事会では、各委

員会の上半期の報告があり
ました。
「技能検定意委員会」
今年度の検定は実施済
みであり、１２月１８日に合格
発表を予定しています。また
DVD の撮影を計画していま
す。
「人材育成委員会」
第９回 HRS サービスコン
クール２０１５を平成２７年２
月１９日（木）東京ビックサイト
で開催します。また第２８回
技能グランプリ（レストランサ
ービス職種）が平成２７年２
月２１日（土）武蔵野調理師
専門学校で開催されます。
「広報委員会」
HRS ニュースを４月・７月・

１０月・１月に発行。
HRS 瓦版を５月・９月・１１
月３月に発行。
「企画委員会」
１０月２８日に第１回
Welcome 研修を開催。
１１月５日・６日に HRS・沖
縄 BMC 共催沖縄研修セミ
ナーを開催。
１１月１０日 HRS セミナー
を開催。
今後は地方でのセミナー
開催を計画します。
「テーブルマナー委員会」
日本 料 理 食卓 作 法講 師
認定ランクアップセミナーが
好評でした。
伊藤

九州いいね！ASO
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九州・熊本県といえば、
熊本城？いやいや阿蘇で
しょう！ と言いたくなるぐら
いにダイナミックな観光資
源に恵まれている阿蘇地
域です。今回はその中で
も、「阿蘇の草原とあか牛」
をクローズアップしてみまし
た。
２０１３年「世界農業遺産
(GIAHS) 」 に も 登 録 さ れ た
通り、「草」という「資源」を
千年以上にも渡り多様な用
途に使い続けてきたという
例は世界中にありません。

野焼き～放牧～採草～と
いった 1 年を通した人の手
による草原維持が、今日の
雄大な阿蘇の景観をもたら
しています。この長い歴史
の中で、現在は人手不足
により危機的状況を抱えて
いる阿蘇地域ですが、ボラ
ンティア活動によって野焼
きを行い、草原を守る活動
が活発化しています。そん
な阿蘇の草原と密接に関
係している立役者がこの
「あか牛」です。温和な性格
をもつ「あか牛」は、阿蘇の

雄大な大自然の中でストレ
スのない環境でのびのび
育ちます。草を食み、土を
踏み固める「あか牛」たちの
働きが、草原を維持する
人々の営みと共存し、農業
遺産や観光資源そのものと
なっています。ドライブして
いても普通にこういう光景
が目に飛び込んできます
が、少しこんな背景を思い
ながら阿蘇を満喫するのも
よいものです。食肉として
近年の「あか牛」への注目
度の高さは尋常でなく、現

地で本物を食することがで
きるのも見落とせないポイ
ントです。ミルクロードや南
阿蘇のドライブは特におす
すめですよ。
また、草原以外に阿蘇に
は「水の都」と呼ばれるよう
に豊かな水源が多数ありま
す。その中でも日本名水百
選の白川水源は最も代表
的な水源で、毎分 60 トンも
の湧出量を誇り、地元の方
のみならず県外や海外から
のお客様にも愛される観光
地としても人気のスポットで

す。この“水”資源が熊本全
域を潤し、日本有数の農業
県として遺産登録されたの
も頷ける話です。
そして、さらに今年に入り、
阿蘇は世界ジオパークの
認定も受け、どこからみても
世界に二つとない素晴らし
い景観で、まさに地球規模
のお墨付きをもらったような
ものです。これからのホテ
ルマン生活でも、豊かな農
作物と携わる生産者に感
謝し、美味しい料理と風土
を情報発信し続けることが

大きな役割なのでは、と考
えます。
ぜひ、九州の真ん中、ＡＳ
Ｏへあそびに来てくださ
い！
九州 B.M.C.会長
天方 裕二
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編集後記
９月２７日の御岳山噴火、
１１月２２日の震度６弱の地
震と長野県が大変なようで
す。被災に遭われた方々に
お見舞い申し上げます。
昨年配布させていただき
ました「震災マニュアル」は
活躍しているでしょうか。
事態が発生してから読む
のではなく、発生する前によ
く読んで、それぞれの施設
において対策を立てておくこ
とをお勧めいたします。

雑だったようです。私の住む
京都は紅葉が一番の見ごろ
を迎えていますが、決して道
路事情は良くなく、清水寺付
近や嵐山は交通規制のため
普段より３倍ほど時間がかか
っていました。

紅葉は１ ２ 月初旬まで続
き、そのあとは、街中がクリス
マスムードで賑わいます。宴
会料飲部門は忘年会シーズ
ンとなります。いいサービス
で来年のリピーターへと繋げ
秋の三連休は好天に恵ま ましょう。
れ、観光地はものすごい混

■「いいね！」の予定
１１月・・・九州（今回掲載）
１２月・・・名古屋（次回掲載）
１月・・・北陸
次回名古屋 B.M.C.浅野
会長です。名古屋を PR して
ください。

