
隔週刊【BODY&SOUL 通信】5月前半=第156号

(URLは全てクリックでリンクされています)

おはようございます。いつも BODY&SOULへの 

ご来店ありがとうございます。5月前半のご案内 

4/28発行＝第156号をお送りいたします。 

♪ 

五月 !!  GO-GA-TSU…響きもいいですね。 

私が１年で一番好きな季節がやってきました。 

暑くもなく、寒くもなく、吹く風も柔らかく、 

まさにゴールデンウィーク。 

♪ 

木々は緑にしげり、バラの花は色づき 

花を咲かせ、青い空に、真っ白な雲、 

明るい昼の輝き、深い夜の静寂… 

…実はこれは、あの 

「What A Wonderful World」の歌詞なんです。 

まるで五月を歌ったような… 

I see trees of green, red roses too 

I see them bloom for me and you 

And I think to myself, what a wonderful world 

I see skies of blue and clouds of white 

The bright blessed day, the dark sacred night 

And I think to myself, what a wonderful world 

…… 

♪ 

いろいろ問題のある世界です。 

この歌もベトナム戦争のまっただ中に、 

平和への願いを込めてメッセージされました。 

でもこの素晴らしき世界、この素晴らしき五月… 

♪ 

私はもう何十年も、GWに休んでどこかに行楽に 



行ったことはありませんが、何となくウキウキ。 

そんなGW、たまには短い【BS通信】も 

いいのではないか、ということで 

さっそくですが「今号の YouTube から」 

♪What A Wonderful World 

by Louis Armstrong (Satchmo) 

https://www.youtube.com/watch?v=E2VCwBzGdPM&list=RDE2VCwBzGdPM 

(お勤め先で読まれる方､音量にご注意ください。 

広告が入ることもありますがご容赦ください) 

♪ 

世界中でカバーされ、多くのTV-CMで使われ 

当店でも演奏され歌われることが多い名曲です。 

もちろんそれぞれに味があり、それぞれにいい 

のですが、多くの人の頭の中で重ねられるのは、 

やはりサッチモのこのしわがれ声でしょうね。 

アルバムで聴いたサッチモ。時にはこんな 

ライブのサッチモで味わってください。 

♪ 

GW、春の宵をぜひ当店でお過ごしください。 

最終日の5/6以外は連日営業しています。 

5/3日は恒例の10人のボーカリスト競演、 

http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6034 

http://www.bodyandsoul.co.jp/wp-content/uploads/2015/04/150503.pdf 

5/5日はご家族で楽しむ子供の日スペシャル、 

http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6038 

などGWならではの企画でお待ちしています。 

(A)は当日の「デイリーコメント欄」に、 

(B)は前回出演時の演奏曲名とステージの様子 

「デイリーレポート欄」にリンクしています。 

以下、明日～5月前半のご案内、※印は、 

土・日・祝日の開店＆タイムテーブルです。 

♪ 



28(火)今夜は 

メジャーブレイク間近のマヤ・ハッチさん 

キュートなバイリンギャルらしいステージ 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/150428 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/01/5269 

29(水)※ 

お正月の和服姿が素敵だった 

EMILYさん鹿児島から久々上京 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/150429 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/01/5071 

30(木) 

お待たせしました、今年初めて !! 

《フロントページ オーケストラ》 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/150430 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2014/12/4814 

1(金) 

お気に入りのサイドメンで久々のクィンテット 

《片倉真由子クィンテット》 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/150501 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/01/4995 

2(土)※ 

今宵もよくスウィングする山本ワールドで 

《スウィンギー トリオ》 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6033 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/02/5768 

3(日) ※特別タイムテーブル 

第5回東日本大震災支援ライブ 

被災した子どもたちに息の長い 

温かいメッセージを送りたい 

《Kengo Nakamura Presents「Voices of Hope 5｣》 

Open 5: pm, 1st 6: pm, 2nd 8: pm 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6034 



http://www.bodyandsoul.co.jp/wp-content/uploads/2015/04/150503.pdf 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=4#2358 

4(月)※ 

初共演のスペシャルなメンバー 

《GW・スペシャル・バンド》 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6037 

(B)当店でも初 

5(火) 

恒例《子供の日スペシャル》 

昼の部＝家族で楽しむジャズ子供の日  

★昼の部は予約〆切ました｡ 

夜＝通常営業☆まだ予約できます｡ 

※特別タイムテーブル詳しくは詳細ページで 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6038 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=5#2367 

6(水) Closed 

7(木)※バース･マンス･サービスデー 

盲目のピアニスト、年に一度熊本から 

美しいスタンダード曲をどうぞ 

《スウィング デュオ》 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6040 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2013&mon=6#2059 

8(金) 

マヤ・ハッチさんは、 

しばらく聴けなくなるかも… 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6041 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/01/5269 

9(土)※ 

男性ボーカルもいいものです 

ピアノ１本バックにアシュトンさん 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6042 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/wp-content/uploads/2015/03/150509a.pdf 



10(日) ※ 

【BODY&SOUL Special】 

《Shauli Einav Quartet 》 

いま世界中で活躍するイスラエルの 

ミュージシャン、NYジャズシーンに 

踊り出たサックスの新鋭 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6044 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/wp-content/uploads/2015/03/150510.pdf 

11(月)Closed 

12(火) 

若き逸材、宮川さん久々のリーダーで 

トリオ出演《宮川純トリオ》 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6046 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/02/5814 

13(水) 

日本のジャズシーを牽引する精鋭 

当店でしか聴けないジャズの醍醐味 

《B&S スペシャルセクステット》 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6047 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/01/5432 

14(木)※バース･マンス･サービスデー 

独特の丸いタッチ、菊池さんと、いま 

引っ張りダコの若い感性が組んだ《SK3》 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6045 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/02/5627 

15(金) 

向井さんのチェロも聴かれる 

ブラジル音楽の夕べ 

《向井滋春ブラジリアンナイト》 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6048 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/02/5861 

16(土)※ 



真摯に独自の世界を追求する 

椎名豊スペシャル 

《ハッピー・ニュー・オーリンズ ジャズ》 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/6049 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/02/5844 

------ 

バース･マンス･割引サービスデーとは… 

http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/03/6207 

♪ 

●【BS通信】次号配信予定は5/18、前号は… 

http://www.bodyandsoul.co.jp/wp-content/uploads/2015/04/1504bsbb.pdf 

バック・ナンバーは… 

http://www.bodyandsoul.co.jp/bstsushin 

●当店は数少ない 

「シェフのいるジャズクラブ」です。 

松岡シェフ5月のお勧めメニュー 

http://www.bodyandsoul.co.jp/wp-content/uploads/2015/04/1505monthly.pdf 

5月のパスタセット 

http://www.bodyandsoul.co.jp/wp-content/uploads/2015/04/1505pasta.pdf 

●ワインリストも春バージョンに！ 

http://www.bodyandsoul.co.jp/fooddrink 

●事前に「デイリーコメント」を読み、 

事後には「デイリーレポート」を読む。 

ライブをこんな風に楽しめるのは当店だけ !!  

→http://www.bodyandsoul.co.jp/category/blog 

●いま USTREAM で2nd set から１時間ほど 

ライブ中継をテスト配信しています。 

ぜひお楽しみください。 

http://www.ustream.tv/channel/body-and-soul-live 

●Twitter で今夜のステージの出演者をツィート 

→http://twitter.com/bodyandsoul_j 

facebookのタイムラインも賑やかですよ 



→https://www.facebook.com/bodyandsoul.co.jp 

●お電話でのご予約は 

TEL.03-5466-3348(５pm~) 

★土・日・祝日のステージは 

Open 8:00 1st.19:00/2nd.20:45 

料金システム等ご案内は 

http://www.bodyandsoul.co.jp/category/opinfo 

♪ 

では、皆さまのお越しをお待ちしています。 

-----Kyoko,スタッフ一同,松岡シェフ 

♪ 

このメールは、メンバー登録された方、 

ネット予約いただいた方…などに 

お送りさせて頂いております。 

宛名のお名前は、ご登録ご予約いただいた 

お名前です。間違い等ございましたら、 

ご容赦くださいませ。 

配信停止/アドレス･宛先名変更/お問い合わせは 

staff@bodyandsoul.co.jp までご連絡ください。 

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪ 

東京南青山　ボディ＆ソウル 

〒107-0062 港区南青山6-13-9 

TEL.03-5466-3348(５pm~)  FAX.03-5466-3348 

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


