
隔週刊【BODY&SOUL 通信】4月後半=第179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にご来店いただき、

ありがとうございます。

【BS通信第179号】4/15(Fri)発行

4月後半のご案内ですが、GW中の

ご案内と併せてお送りいたします。

（だから少し長くて恐縮ですけど）

♪

九州特に熊本地方の方、昨夜の今朝で、

私はまだ詳しいことはわかりませんが、

大きな余震が続いているようですね。

くれぐれも気をつけてお過ごしください。

（以下の通信文は、昨日、地震の前に

書き上げたものです、ご了承ください）

♪

葉桜の候、暖かくもなってきたし、すぐ

GWだし…どこかウキウキした気分の毎日

ではないでしょうか。ほとんどの若い方は

知らないと思いますが70年代のこの時期は

「春闘」の只中で、国鉄（今のJR）はじめ

鉄道各社の大規模なストライキが行われて

交通機関も何日かストップしたものです。

♪

会社勤めの人は、友人宅や宿泊施設を手配

したり、クルマの相乗り出勤を手配したり、

貸し布団を借りて社内に泊まり込む会社も

あったり…賃上げ交渉の進捗状況を毎日

ニュースで聞きながら、まいっちゃうねぇ、

なんて言いながらも、恒例のイベントを



楽しむようなウキウキした気分でした。

♪

お店も自宅に帰れない人のために朝まで

営業したり、全学連が街頭デモをしたり

（4月末に沖縄反戦デーというのがあり、

5/1のメーデーが済むまでデモの盛んな

時節で）この時期、世の中は騒がしくて

賑やかで、まるでお祭りのような毎日。

非日常の「ハレ」の日々でした。

♪

いま私のウキウキする気持ちの中には、

そんな記憶も少し作用しているのかも。

今は官製春闘とかで組合も従順になり

就活で学生運動どころではなく、何とも

冷めて静かな世の中になったものです。

物分りの良いオトナが増えたのかしら…

いいのか悪いのか…今は昔の話でした。

♪

いずれにしろ、春は人々の心が高揚する

季節のようで「Spring」が曲名に付いて

ジャズで演奏される曲も多いですね。

♪Up Jumped Spring、♪Spring is Here

♪Joy Spring、♪It Might As Well Be Spring、

♪Spring Can Really Hang You Up The Most

…「今号の You Tube から」は、曲名に

「春」の入ったナンバーのひとつ

♪Swing Spring

http://is.gd/UJemgk

(音量にご注意ください。広告が入る

場合もありますがご容赦ください)

♪

「今は昔」のそんな時代に聴いていた



「マイルス・デイヴィス・アンド・ザ・

モダン・ジャズ・ジャイアンツ」から。

マイルスにミルト･ジャクソンとモンクが

参加している豪華なメンバーで、共演録音

に当たっては、いろんな逸話が残っている

ということです。でも演奏は春らしくよく

スウィングしてウキウキ感が出ています。

ミュートの効いたマイルスもいいですね。

♪

今年のGWは2日休むと10日間の大型連休。

当店は5/1以外5/15まで休みなしの営業。

サラリーマンが羨ましいワァ。でも

皆さまのハレの日に応えて頑張ります。

要点は皆さまの人生の憩いの場、ご予約

なくてもお気楽にお立寄りください。

♪

いつ来ても一流の演奏家による演奏で、

腕のいいシェフの美味しいお料理…

ちょっとほろ酔いでいい音楽を楽しむ、

当店はそんな人生のサードプレイス

「大人のジャズ・クラブ」です。

♪

以下(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。

★GW期間中のステージは土･日･祝の

タイムテーブルです。

♪

15(金)

本日は【BODY&SOUL Special】

異色シンガー ジュン･ビザンツ初来日

しっとり艶やかな歌声でチェット･ベイカー



を歌った「Let's Fall in Love」全米ヒット

チャート5位その発売記念ツアーです

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160415

(B)http://v.gd/5uwTuN

16(土)

【BODY&SOUL Special】

《サム・ハリス・トリオ》来日

これがNYジャズ・シーンの現在！

ジャズファン必聴のトリオ

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160416

(B)http://v.gd/NyE4Je

17(日) Closed

18(月)

岡崎好朗リーダークィンテット

ストレート・アヘッドな気持ちいジャズ

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160418

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/03/12736

19(火)

浩子さんの優しい歌声に包まれ

癒されるドラムレスのバッキング

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160419

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/02/12645

20(水)

このアルトの音色は大テランならでは

ひかりさんとのコンビネーションも抜群

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160420

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2014/12/4640

21(木)

《BIG CATCH》feat.浜崎航(ts,ss)

バップ調のしっかりしたピアノ

2枚目のアルバムも大好評

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160421



(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160201

22(金)

《向井滋春ブラジリアン ナイト》

ノリのいい楽しくハッピーなステージ

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160422

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/01/11863

23(土)

《宮本貴奈ミュージカル特集》

スペシャルゲストにシャンティさんを

迎えて貴奈さんらしい楽しい企画

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160423

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/02/12370

24(日) Closed

25(月)

エレベも弾くコモブチさんが最近の

レギュラーで多彩な響き福田トリオ

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160425

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/03/13150

26(火)

奥平慎吾さんのリーダートリオ

当店初登場です《The New Force》

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160426

27(水)

《スーパー2ギター》井上智&中牟礼貞則

二人のギターレジェンドの共演

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160427

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/05/7707

28(木)

《フロントページ オーケストラ》

今年2回目の定期公演

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160428

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/02/12616



GW(4/29~5/8)は連日営業

タイムテーブルは「土日祝」

（4/29と5/5は特別タイムテーブル）

29(金)

【第6回東日本大震災支援ライブ】

kengo Nakamura Presents

《Voices of Hope 6》

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160429

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/05/7393

★チャリティーライブです。お会計は

現金でお願い致します。

30(土)

伊藤君子(vo)

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160430

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/03/13167

5/1(日) Closed

●GW中のお休みはこの一日だけ

2(月)

《ウィリアムス浩子 モンターク》

浩子さんの優しい歌声が活きる

ドラムレスのギタートリオ、その

編成に新しい名前がつきました

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160502

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/02/12645

3(火)

デイビッド・ネグレテ(sax) 日本デビュー

日本好きが高じて活動の拠点を日本に。

演奏家仲間からも絶賛されるサックス

素敵なデビューになるよう応援よろしく

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160503

4(水)

《ギラ・ジルカ on オルガンサウンド》



ファンキーなオルガンに乗ってギタさんの

多くの引き出しから何が出てくるか…

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160504

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/03/13087

5(木)

恒例《子供の日 スペシャル》 

家族で楽しむジャズこどもの日

TOKUさんも紗理さんも大の子ども好きです

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160505

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/05/7443

6(金)

近藤和彦クィンテットfeat ジーン・ジャクソン

ハービー・ハンコックのナンバーを演奏

GWにふさわしいステージになりそうで

私もとても楽しみにしています

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160506

7(土)

石若駿トリオ ゲスト シンガー:Chantal Mitvalsky

天才ドラマーとしていま話題の石若さん

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160507

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/01/12128

8(日) 

《TRIO’》

ちょうど10年目、この間6枚のアルバム、

築いてきた独自の世界をご堪能ください

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160508

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/04/7005

当店ではお馴染みですが三人のプロファイル

http://is.gd/IA13PT

-----

ご予約メールには必ず返信しています。

（ご自分のメルアド誤記にご注意ください）



スタッフのメールチェックが5時以降です、

当日のご予約はお電話が確実です。

お電話でのご予約は 03-5466-3348(5pm~)

♪

○【BS通信】次号配信予定はGW開け

前号178号は

http://is.gd/IR7MUm

バック・ナンバーは

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

♪

松岡シェフのお勧めメニューも新年度！

http://is.gd/m1Lzew

4月のパスタセットは、

http://is.gd/nlSQrf

当店もう一つの「売り」現地ワイナリーに

飛んで気に入ったワインを直輸入

http://is.gd/IqWNq5

当店の40年を綴った「身も心もジャズ」

こちらの応援もよろしく

http://is.gd/BwZwe2

○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。

これも「大人のジャズクラブ」ならでは。

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

○USTREAM では 2nd set の

ライブ中継をテスト配信しています。

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。

配信停止/アドレス･宛先名変更…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

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


