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月刊【BODY&SOUL 通信】第221号=12-1月号

(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 をご贔屓いただき、

ご来店ありがとうございます。

月刊【BS通信 第221号】12/16(日) 発行、

12~1月末のご案内をお送りいたします。

なお、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、当店ご出演者と

関係者の方にも配信させて頂いています。

配信停止・アドレス変更・宛先名変更…は、

staff@bodyandsoul.co.jp にご一報下さい。

♪

いよいよ2018年もあと2週間ほどになりました。

暮れのお忙しいときに恐縮ですが、今年最後の

いえ「平成」最後のBS通信・年末号、ですね。

今年の年明け早々、恒例「今年のジンクス」を

書きました。戊戌（つちのえ・いぬ）年は、

「戌笑う」相場が活気づき笑いが止まらない年。

あまり庶民には縁のなかったジンクスのようで。

♪

でも、度々の異常気象で「異常」のハードルが

だいぶ下がったような一年で、先日発表された

今年の漢字は「災」。多くの自然災害の原因も

この気象に依るようです。それにしても、急に

寒くなりましたねぇ。ちなみに今は二十四節気

｢大雪」七十二候では熊蟄穴（クマ 穴に こもる）

｢暖冬」はしばらくお預けでしょうか…自然も
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人間社会も増々先の見えない世界になりました。

♪

平成の終わりとともに、ポケベルが来年で絶滅

するとか。ポケモンではありません「ポケベル」

と言ってもいま社会を担っている若い方には

何のことかさっぱり？？かもしれませんね。

高度経済成長とともに成長して、いっときは、

女子高生の通信ツールとなって一世を風靡した

通信手段です。

♪

考えてみると、私が小さい頃は町内でも電話の

ある家は少なく、電話のあるお隣さんとかに

お願いして電話口に呼んでもらうところから

便利な電話生活が始まりました。電話はその後

一家に一台に。公衆電話がいたる所に設置され

料金はコイン投入からカード式になり、通信が

随分便利になった、と思ったものです。

♪

日本の経済成長を支えた当時の企業戦士、特に

外回りの営業さんは、ポケベルが鳴ると近くの

公衆電話を探し、急いで連絡をとっていました。

（年配の方はきっと懐かしいんじゃないかしら）

そのうちに車載電話ができるとすぐにモバイル

時代。家族一人一人が「スマホ」になりました。

ここまで実に60年以上かかっています。

♪

今の小学生（私の孫もそうですが）固定電話や

公衆電話など知らずに、物心がつくといきなり

スマホを使い、ネットやユーチューブで情報を
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得てSNSで通信する。中国などもそうですが、

電気も電話も知らない時代からいきなりスマホ

の時代。ルールやマナーがじっくり成長する

時間や過程がすべて省略されています。進歩の

スピードが速すぎるのも如何なものでしょう。

世界も日本も、SNSなどの全く新しい通信手段

それらを駆使するトランプさんに振り回されて

いたような１年だった気がします…

♪

…と、ここまで書いていたら(14日金曜午後2時)

メールの着信音。NYでDJをやっている、ロブ・

クロッカーさんからナンシー・ウィルソンさん

の訃報が入りました。

♪

最後にお会いしてからもう７年になるかしら。

80年代、当店の六本木時代から、来日する度に

いらしてくださり、歌うことが大好きでいつも

歌ってくださいました。拙著「身も心もジャズ」

の中に、アフターアワーズを当店で過ごされた

エピソードをいろいろ書きましたが、若き日の

彼女の思い出が湧き上がってきました。いずれ

追悼文をHPに載せたいと思いますが、いまは、

昨日の今日で、まだアタマの整理が付きません。

♪

「今号の You Tube から」は、ナンシーさんの

在りし日を偲んで。彼女は70枚以上のアルバム

を出されていて迷いますが…2曲。

♬ The Christmas Waltz

https://goo.gl/TQoKWw
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♬ What Are You Doing New Year’s Eve

https://goo.gl/UEne5u

♪

「私はジャズ・シンガーではない、ソング・

クリエイターなの」と言っていたことを

思い出します。享年81。彼女を忍びながら

この暮れ～年明け1月のご案内です。

♪

12月----------

16(日) 今夜はお休みです

17(月)

今一番ノッてるバンド《SK 4》

(A)https://goo.gl/Ur3YVo

(B)https://goo.gl/4qYvYU

18(火)

ウィリアムス浩子(vo)

(A)https://goo.gl/LTQvp9

(B)https://goo.gl/tBdKEu

19(水)

《ビューティフル・トリオ》

with ジーン・ジャクソン

(A)https://goo.gl/zHY9XZ

(B)https://goo.gl/A4bvhN

【12/20～12/25 はクリスマス・ウィーク】

6日間のステージは、ボーカルを

フィーチャーしておおくりします。

クリスマス・ディナーのメニューは

https://goo.gl/XNnHCQ（要予約です）

20(木)
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《ギラ・ジルカ Jazz Essentials》

(A)https://goo.gl/ZTfAFG

(B)https://goo.gl/vwSgFE

21(金)

与世山澄子(vo)+山本剛トリオ

(A)https://goo.gl/LqJMmX

(B)https://goo.gl/XYncRT

22(土)

《椎名豊トリオ》

ゲストシンガー：山添ゆか

(A)https://goo.gl/dTMNpK

(B)https://goo.gl/WtPwRk

(B)https://goo.gl/VzvaLm

23(日) 

チャリート(vo)

(A)https://goo.gl/qez1ns

(B)https://goo.gl/u8zhSo

24(月)

伊藤君子(vo)

(A)https://goo.gl/QTFZ1x

(B)https://goo.gl/p7a16o

25(火)

TOKU(flh,vo)

(A)https://goo.gl/fN4hgB

(B)https://goo.gl/uR1zpu

26(水)

《大口純一郎リーダートリオ》

(A)https://goo.gl/t7rUU6

(B)https://goo.gl/d1hsy7



_6_

27(木)

《フロントページ オーケストラ》

(A)https://goo.gl/dja98L

(B)https://goo.gl/77ckFV

28(金)

《井上智 ギター クァルテット》

(A)https://goo.gl/k75xZj

(B)https://goo.gl/QXqj2p

29(土) Closed

すす払い大掃除スタッフ忘年会

30(日) Closed

31(月)

大晦日 恒例

《カウントダウン・セッション》

M.Charge ￥8,000 (◉お会計は現金のみ)

★今年はオープン19:00、4th set まで

《片倉真由子バンド》《TOKU バンド》

(A)https://goo.gl/TNhACg

(B)https://goo.gl/ZyWGBs

【12/29~年末年始休業~219/1/6】

2019年　1(火) ～6(日) Closed

7(月) が演奏初めです

《スウィンギー トリオ》

(A)https://goo.gl/Ycq7e4

(B)https://goo.gl/Qs7mkE

8(火)

《ツインギター・スペシャル》

小沼ようすけ/井上銘 デュオ

(A)https://goo.gl/aToaCY
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(B)https://goo.gl/nYZA7j

(B)https://goo.gl/BKdqez

9(水)

《浜崎航リーダー・クァルテット》

(A)https://goo.gl/xPnZxC

(B)https://goo.gl/2ok56M

10(木)

《若井優也バースデー・ライブ》

◇ライブレコーディング

(A)https://goo.gl/nzZjFB

(B)https://goo.gl/3bGJzD

11(金)

《守屋純子セクステット》

(A)https://goo.gl/pt6cw4

(B)https://goo.gl/eZx8cV

12(土)

《池田篤クァルテット》

(A)https://goo.gl/tx8Smp

(B)https://goo.gl/kkSwRW

13(日) 

《SK 4》

(A)https://goo.gl/UbtjtV

(B)https://goo.gl/4qYvYU

14(月) Closed

15(火)

情家みえ(vo)

(A)https://goo.gl/DJTjwi

(B)https://goo.gl/4Fam92

16(水)
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《キューバン・ナイト》

& TOKU (flh,vo)

(A)https://goo.gl/mxjgjV

(B)https://goo.gl/pzsbdz

17(木)

《江戸っ子トリオ》

(A)https://goo.gl/H95pvQ

(B)https://goo.gl/oE2GtH

18(金)

《岡崎正典クァルテット》

(A)https://goo.gl/t65htX

(B)https://goo.gl/k3Y9C5

19(土)

宮坂俊行(vo)

(A)https://goo.gl/TGBSQp

(B)https://goo.gl/rRv8Rk

20(日) Closed

21(月)

《類家心平クァルテット》

(A)https://goo.gl/d3pBEF

(B)https://goo.gl/b1mkJS

22(火)

《レイモンド・マクモーリン 

クァルテット》

(A)https://goo.gl/jp4yhR

(B)https://goo.gl/dsz6fV

23(水)

TOKU (flh,vo)

(A)https://goo.gl/jor6Ju



_9_

(B)https://goo.gl/uR1zpu

24(木)

《椎名豊トリオ》

(A)https://goo.gl/iJyFWs

(B)https://goo.gl/WtPwRk

25(金)

【BODY&SOUL Special】

《山中みきトリオ From NY》

(A)https://goo.gl/cLkpLu

[3人のプロフィール]

https://goo.gl/XW7S4K

26(土)

伊藤君子(vo)+木住野佳子(pf) 

(A)https://goo.gl/wYcqM7

(B)https://goo.gl/p7a16o

(B)https://goo.gl/66LZnM

27(日) Closed

28(月)

《松島啓之クァルテット》

(A)https://goo.gl/6nGZUY

(B)https://goo.gl/FySyJd

29(火)

コモブチ・キイチロウ

《Special Brazilian Night》

(A)https://goo.gl/DTpWYF

(B)https://goo.gl/HFuWqd

30(水)

《田中菜緒子トリオ》

ゲストシンガー：益子麻奈
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(A)https://goo.gl/b9Q4eU

(B)https://goo.gl/gkqvhA

31(木)

《山田拓児 FOLKLORE》

(A)https://goo.gl/x9Agxy

(B)https://goo.gl/qGXPQo

--------

●松岡シェフの12月のお勧めメニュー

https://goo.gl/gTrfMs

パスタセットも暮れバージョン

https://goo.gl/Tt9UFg

●佐々木バーテンダーの

12月の「One More Drink」

https://goo.gl/VxdgPL

●Twitter 当店のタイムライン上で

ほぼ毎夜 2 nd セットをライブ中継中

https://twitter.com/bodyandsoul_j

●来店前はHPの｢デイリーコメント｣を､

来店後には｢デイリーレポート｣を楽しむ…

他にはないライブジャズの楽しみ方です。

●新譜リリース情報

・伊東真紀(vo) 今夏 当店のデビュー出演

　12/13「Eternal Love」リリース

・田窪寛之(pf)トリオ、12/12当店で先行

　お披露目「Waltz for Debby」リリース

・通算20枚目のニューアルバム12/12発売

　木住野佳子(pf)「nuage」

　12/2当店で先行ライブ

-------
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●BS通信､前号220号は

https://goo.gl/xJS9iu

次号222号は1月20日ころ配信予定

全てのバックナンバーは

https://goo.gl/zsLXmn

ホームページの英語版は

https://goo.gl/n3FETl

-----

●ご予約メールには必ず返信しています。

返信が届かない方は、迷惑メールに分類

されているかアドレス誤記が考えられます。

ご確認お願いします。

●予約のメールチェックが5時以降です。

当夜のご予約はお電話で5時以降が確実です。

お電話でのご予約は 03-5466-3348(5pm~)

●当日のステージの予定を毎朝ツィート

ここでほぼ毎夜 2nd セットをライブ中継

→http://twitter.com/bodyandsoul_j

●facebook 当店タイムラインでもご案内

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

●土・日・祝日のステージは

Open 18:00 1st.19:00~/2nd.20:30~

●料金システム等ご案内は

http://goo.gl/g4YcqZ

●拙著｢身も心もジャズ｣まだの方はぜひ。

http://is.gd/BwZwe2

★新しいコンセプトの新レーベル誕生

https://goo.gl/6HtSkP

♪
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では、皆さまのお越しをお待ちしています。

-------------スタッフ一同･シェフ松岡･Kyoko

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪

東京南青山　BODY&SOUL

〒107-0062 港区南青山6-13-9

TEL.03-5466-3348(５pm~)

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


