風薫る 5月のBODY&SOUL

15 《若井優也トリオ New アルバム｢Will｣発売記念ライブ》★

平日：開店 19:00 1st set 20:00 〜 /2nd set 21:30 〜
◎印…土曜･日曜･祝日のタイムテーブル：開店 18:00
1st.19:00/2nd.20:30 M.Charge 通常 ¥3,800 入替えなし
★印…メンバー割引 ¥500 および学割の適用除外日
♡印…バースマンス・サービスデー◇印ライブレコーディング

1 《宮坂俊行スタンダード曲特集》

M.C￥4,000 ★

(水) 宮坂俊行 (vo) 田窪寛之 (pf) 若井俊也 (b) 山田玲 (ds) ◎

2 《田中菜緒子トリオ》ゲストシンガー益子麻奈 M.C￥4,000 ★

(木) 田中菜緒子 (pf) 上村信 (b) 利光玲奈 (ds) 益子麻奈 (vo)

3 《金森もといトリオ》ゲストシンガー伊東真紀 M.C￥4,000 ★

(金) 金森もとい (b) 田窪寛之 (pf) 山田玲 (ds) 伊東真紀 (vo)◎

4 《レイモンド・マクモーリン クァルテット》 M.C ￥4,000 ★

(土) レイモンド・マクモーリン (ts) 片倉真由子 (pf)
粟谷巧 (b) ジーン・ジャクソン (ds)

5 《栗林すみれトリオ》

◎

M.C ￥4,000 ★

(日) 栗林すみれ (pf) 坂井紅介 (b) ヤヒロトモヒロ (perc)

◎
6 【第 9 回東日本大震災支援ライブ】( 詳細右欄 )
★
(月) 《Kengo Nakamura Presents「VOICES OF HOPE 9｣》 ◎
7

Closed 振替臨時休業

(水) コモブチ・キイチロウ (b) 林正樹 (pf)
9 《SK 4》

(木) 佐藤洋祐 (as) 菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds)
10 《椎名豊スペシャルクィンテット》

★

M.C￥6,000

(金) ピエリック・ペドロン (as) マックス・イオナータ (ts)

from France 椎名豊 (pf) パット・グリン (b) 広瀬潤次 (ds)

11 【BODY&SOUL Special】

M.C￥6,000 ★
◎
(土)《オムリ・モール トリオ》from イスラエル
オムリ・モール (pf) アヴリ・ボロコフ (b) カリム・ジアド (ds)

12 Closed

13 《スウィンギー トリオ》

(月) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds)

14 《鈴木央紹リーダートリオ》｢Favourites｣先行発売ライブ

(火) 鈴木央紹 (ts) 宮川純 (org,pf) 原大力 (ds)

16 《佐藤ことみバースデー・ライブ》

(木) 佐藤ことみ (ds) 類家心平 (tp) 吉本章紘 (ts) 松原慶史 (g)
栗田妙子 (pf) 鉄井孝司 (b)

17 《ERIKA fromNY》

★

(金) ERIKA(vo) 鈴木よしひさ (g) 川村竜 (b) 仙道さおり (perc)

18 チャリート (vo)
(土) ユキ・アリマサ (pf) 中村健吾 (b) 山田玲 (ds)

M.C ￥4,000(for 1 Stage)￥7,000 (for 2 Stages)
◉チャリティーにつき会計は現金でお願いします。
Open 05:00 pm, 1st 06:00 pm, 2nd 08:00 pm
1st stage : Remi ／リレット／グレース･マーヤ／
スウィンキー／チャリート | 2nd stage : 堀北やこ／
バッキング : 中村健吾 (b) 若井優也 (pf) 海野俊輔 (ds)

19 Closed

震災で親御さんをなくされた子供たちが成人するまで、

20 ウィリアムス浩子 (vo)
(月) 佐藤浩一 (pf) 伊藤ハルトシ (cello)

と決めてから8年、
今年も10人の歌姫とトリオの3人が
手弁当で集まってくださいました。
浄財は今年も

21 《藤原清登 New トリオ》
(火) 藤原清登 (b) 片倉真由子 (pf) 奥平真吾 (ds)

22 情家みえ (vo)
(水) リン・ヘイテツ (pf) 本川悠平 (b) 横山和明 (ds)

《Kengo Nakamura Presents「VOICES OF HOPE 9｣》

Ema ／坂井レイラ知美／宮坂俊行／ギラ・ジルカ

岩手県と宮城県の子供たちの教育支援に贈られます。

♡

23 《池田篤クァルテット》
(木) 池田篤 (as) 熊谷泰昌 (pf) 池尻洋史 (b) 濱田省吾 (ds)

24 《森泰人 From Sweden 里帰りツアー》 M.C￥5,000 ★
(金) 森泰人 (b) マイク・デル・フェロー (pf) from オランダ
セバスチャン・カプティーン (ds)
M.C￥4,000 ★
25 伊藤君子 (vo)
(土) 若井優也 (pf) パット・グリン (b) ジーン・ジャクソン (ds) ◎

8 《コモブチ・キイチロウ ブラジル音楽》
マルセロ木村 (g,vo) ダニエル・パエデール (ds)

(水) 若井優也 (pf) 楠井五月 (b) 石若駿 (ds)

【第 9 回 東日本大震災支援ライブ】

●
今年8月、
BODY&SOUL は45周年目に入ります。
感謝を込めて何か特別イベント企画したい…
と思っております。
乞うご期待 !!

ジャズを愛し BODY&SOUL を応援しています。

鋼構造のパイオニア
http://www.y-murayama.jp

26 Closed

27 《福田重男トリオ》
(月) 福田重男 (pf) 金森もとい (b) 奥平真吾 (ds)

28 《江戸っ子トリオ》
(火) 海老沢一博 (ds) 林正樹 (pf) コモブチ・キイチロウ (b)

M.C￥4,000 ★
29 《山田拓児 FOLKLORE》セプテット
(水) 山田拓児 (as,ss,bc) 吉本章紘 (ts,ﬂ) 土井徳浩 (ts,cl)
鈴木央紹 (ts) 治田七海 (tb)
片倉真由子 (pf) 千北祐輔 (b) 山田玲 (ds)

30 《大口純一郎 ブラジリアン音楽》
(木) 大口純一郎 (pf) コモブチ・キイチロウ (b)
ダニエル・パエデール (ds) グスタート・アナグレード (sax)

31 《グレース･マーヤ弾き語りトリオ》
(金) グレース･マーヤ (pf,vo) 小泉 P 克人 (b) 菅野智昭 (ds)

ジャズイベントも開催 http://www.koshiro.co.jp

戸田総合法律事務所
港区赤坂8丁目10 - 22 tel.03-3405-6345

小泉経営会計
ヴィジョン経営を推進／ミュージシャンのサポートも推進

www.ak-paradigm.com

