
【隔週刊 BODY&SOUL 通信】10月前半＝第142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。10月前半のご案内 

(9/29発行＝第142号)をお送り致します。 

♪ 

先週４日間、臨時休業させていただいて、お店の 

改装工事を行いました。私にとっては４日間もの 

お休みで、お正月休みのような休養がとれる…と 

喜んでいたのは、とんだ皮算用 大間違いでした。 

♪ 

何しろペンキの乾くヒマもない超突貫工事で、 

職人さんは連日 朝早くから夜中まで。小規模な 

改装とはいえ、店内を全て片付けねばならず、 

25年近くの間に溜まったガラクタが山ほどあって 

大片付けや現場の立ち会いなど…想定外の雑用で 

もうクタクタ。勝手ながらBS通信も9月後半の 

ご案内を１回お休みさせていただきました。 

♪ 

お陰様でこれまでのところ、改装へのお客さまの 

反応は概ね好評で、ホッとしているところです。 

あまりお金を掛けられない中、トイレが少し綺麗 

になったこと、ステージを右に少し移動させて、 

ピアノの後ろがスッキリして何より嬉しいです。 

♪ 

そのことで、私がこだわっていたピアノの響きを 

はじめ、店内全体の音が少し良くなったかしら。 

PA機器や、スピーカーの位置なども微妙に移動し 

調整は、工事の合間を縫うように作業して… 

深夜３時まで私も立ち会った甲斐がありました。 

照明関係は完全に仕上がってから、とのことで 



まだ少し未完成で、作業が残っていますが。 

♪ 

さて10月からは、装いも新たに、会員制のジャズ 

クラブとして営業開始です。どこかの会社の経営 

になるとか、会員でないとお店に入れないとか… 

いろいろ噂があるようですが、そんなことは全く 

ありません。安心して、新しいお店の雰囲気と 

音を聴きに、ぜひいらしてください。 

♪ 

いらしていただきお店を気に入ってくださったら 

これからのお店をサポートしてくださる立場で 

会員になっていただければ幸いです。既に沢山の 

方が会員になってくださって、会員制の趣旨を 

ご理解くださり大変ありがたく思っております。 

♪ 

いよいよ、いろいろが新しくなる BODY&SOUL、 

皆さん今まで通り、愛してくださるかしら… 

「今号の YouTube から」は 

♪Will You Still Love Me Tomorrow 

若き日のロバータ・フラックでどうぞ。 

http://www.youtube.com/watch?v=oXbH3OYyIvg 

(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) 

♪ 

…気持ちも新たに、BODY&SOUL10月前半の 

ご案内です。 

(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。 

♪ 

こけら落としの３日間は、当店でもとりわけ 

ファンの多いボーカリスト特集でした。 

http://www.youtube.com/watch?v=oXbH3OYyIvg


以下は、そのデイリーレポートです。 

9/25 

改装初日 

TOKU(vo,flh) 宮川純(pf,key) 楠井五月(b) 山田玲(ds) 

http://www.bodyandsoul.co.jp/2014/09/2592 

26(Fri) 

改装第２日 

伊藤君子(vo) 片倉真由子(pf) 安カ川大樹(b) 海老沢一博(ds) 

http://www.bodyandsoul.co.jp/2014/09/2633 

27(Sat) 

改装第３日 

《SOLO-DUO》 

ギラ・ジルカ(vo) 矢幅歩(vo) 中島徹(pf) 中村健吾(b) 

http://www.bodyandsoul.co.jp/2014/09/2665 

28(Sun) 

Closed 

29(Mon) 

今夜は美しいタッチのピアノトリオ 

ピアノの響きもお確かめください。 

福田重男(pf) 上村信(b) 奥平真吾(ds) 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/140929 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=8#2450 

30(Tue) 

大野えり(vo) 若井優也(pf) 米木康志(b) 原大力(ds) 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/140930 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=7#2433 

10月------------------------------------ 

1(Wed)  

【40周年リニューアル&リボーン】 

スペシャル ビッグイベント 小曽根真３Days 

《小曽根真３Days》Day 1 

中川英二郎(tb) 中川喜弘(tp) 北村英治(cl) 
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小曽根真(pf) 中村健吾(b) デニス・フレーゼ(ds)  

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/141001 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=2#2294 

2(Thu) 

《小曽根真３Days》 Day 2 

近藤和彦(as) 岡崎好朗(tp) 山口真文(ts) 

小曽根真(pf) 中村健吾(b) 大坂昌彦(ds) 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/141002 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=2#2294 

3(Fri) 

《小曽根真３Days》Day 3 

エリック宮城(tp) 岡崎正典(ts) 

小曽根真(pf) 中村健吾(b) 横山和明(ds)　 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/141003 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=2#2294 

4(Sat) 

《及部恭子｢Happy Silence｣発売記念ライブ》 

及部恭子(pf) スティーブ・ウィルソン(sax) 

ジーン･ジャクソン(ds) マイケル･オブライエン(b) 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/141004 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2013&mon=9#2167 

5(Sun) 

Closed 

●10/5,6,7は、 

「2014 サウンド･クルージング･ミナト」 

サウンドクルージングとは…港区の音楽祭で、 

チケットを購入すると３日間はジャズをはじめ 

いろんなジャンルのライブ演奏のお店に 

(この企画に参加したお店)どこでも入れます。 

当店も参加しています。 

6(Mon) 

太田朱美(fl) 伊藤志宏(pf) 宮野弘紀(g) 
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Akemi Ohta(fl) Shihiro Itoh(pf) Hiroki Miyano(g) 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/141006 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=6#2402 

7(Tue) 

《スーパー･デュオ》 

北川潔(b) 片倉真由子(pf) デュオ 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/141007 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=5#2391 

08(Wed) 

《ウィリアムス浩子 Quiet Jazz Virgo》 

ウィリアムス浩子(vo) 馬場孝喜(g) 

伊藤志宏(pf) 西嶋徹(b) 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/141008 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2014/08/1587 

9(Thu) 

《BIG CATCH》フィーチャリング : 浜崎航(ts) 

松本茜(pf) 井上陽介(b) 海野俊輔(ds) 浜崎航(ts) 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/141009 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=7#2445 

10(Fri) 

ギラ･ジルカ(vo) 小沼ようすけ(g) 

井上陽介(b) ジーン･ジャクソン(ds) 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/141010 

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=5#2371 

11(Sat) 

チャリート(vo) ユキ アリマサ(pf) 

佐藤慎一(b) 村上寛(ds) 

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/141011 

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2014/08/737 

12(Sun) 

Closed 

13(Mon) 
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Closed 

♪ 

次号【BS通信】は10月三連休明け配信予定です。 

バック・ナンバーは、 

http://www.bodyandsoul.co.jp/%E6%97%A7bs%E9%80%9A%E4%BF%A1 

●松岡シェフの10月のお勧めメニューです。 

http://www.bodyandsoul.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/monthly10.pdf 

大好評パスタセットも10月バージョン。 

http://www.bodyandsoul.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/pasta10.pdf 

●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 

●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~) 

★6月から土曜日のOpenを18:30→18:00に変更 

（開演も日曜日と同じ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、アンケートにご記入いただいた方 

メールをいただいた方、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。 

http://www.bodyandsoul.co.jp/%E6%97%A7bs%E9%80%9A%E4%BF%A1
http://www.bodyandsoul.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/monthly10.pdf
http://www.bodyandsoul.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/pasta10.pdf
http://www.bodyandsoul.co.jp/category/blog
http://twitter.com/bodyandsoul_j
https://www.facebook.com/bodyandsoul.co.jp
http://www.bodyandsoul.co.jp/category/opinfo


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　My Club BODY&SOUL 

〒107-0062 港区南青山6-13-9 

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

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪
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