
隔週刊【BODY&SOUL 通信】

5月前半・5月前半、合併号=第180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180号】5/9(月)発行

5月後半のご案内をお送りいたします。

本来は5/1の配信ですが、連休開け配信で

２号分まとめましたので少々長いですが、

お時間ができたらお読みください。

♪

皆さま、GWはいかがお過ごしでしたか。

出掛けた方もゴロ寝の方も、頭と身体は

お目覚めですか。さぁ、仕事ですよ。

世の中は大型連休、でも当店をはじめ

サービス業は書き入れ時。当店は5/1に

お休みしただけでずっと休みなし。同じ

「GW疲れ」でも、だいぶ違います。

♪

今号はまず、GW中の当店恒例になった

幾つかのイベントのレポートから。

今年も盛大に行われた

【第6回東日本大震災支援ライブ】

《Voices of Hope 6》そのレポートです。

http://is.gd/x7QJSw

♪

「家族で楽しむジャズこどもの日」

《子供の日スペシャル》そのレポート。

http://is.gd/HwJ2KM

♪



ウィリアム浩子さんのラジオ番組に

ゲスト出演させていただきました。

http://is.gd/6Y0kDn

興味ある方は対談部分お聞きください。

http://is.gd/hfi4et

お時間がある方は30分フルバージョンで。

http://is.gd/VD6lam

♪

お店の入り口のお花が可憐に満開です。

ジャズファンにはお馴染み、多くの

シンガーに歌われるスタンダード曲

和名スイカズラ、英語名

Japanese 「Honeysuckle Rose」です。

散らないうちに見に来て下さいね。

http://is.gd/39kT11

http://is.gd/ZkUMtv

♪

私はと言えば、散歩がてらクルマの少なく

なった都内を40分ほど走って、深川にある

江戸資料館という所に行って、ささやかな

「行楽」の真似事でした。昨今のブームに

乗った訳ではありませんが、最近時々TVで

見ている池波正太郎の時代劇の影響です。

♪

京都太秦ほど大掛かりではありませんが

江戸の庶民の長屋が再現されていて興味

深かったです。そうそうオリンピックの

エンブレムが、江戸で流行った市松模様

江戸の伝統色である藍色に決まりました。

長い五輪の歴史的にもかなりユニークで

派手さはありませんが、江戸っ子らしい

粋な感じ。中々素敵じゃないですか。



♪

藍は英語名ジャパニーズ・ブルー。解熱

殺菌の漢方薬になるそうですが、植物の

原産地はインドらしいです。古来から

染料として用いられるのは誰でもご存じ。

あの鮮烈な「フェルメールの青」に習い

「広重ブルー」とも言われるそうです。

♪

スカイブルー、ロイヤルブルー、

マリンブルー、セルリアンブルー、

ネイビーブルー、コバルトブルー…

さてでは、ブルー・イン・グリーンて

どんな色なんでしょう…

マイルス・デイヴィスの名盤中の名盤

「カインド・オブ・ブルー 」の中の

バラード♪Blue in Green…はい、そう、

これが「今号の You Tube から」です。

よく知られたジャズのスタンダード曲

♪So What が 1st トラック、その3番目。

http://is.gd/bopEQz

(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)

♪

このアルバムには、当店によくいらした

ジミー・コブ(ds)さんも参加しています。

この26日はマイルスの卒寿 (生誕90年)。

生きていればどんな新しいサウンドを

聴かせてくれたでしょう…そんなことを

思いながら、五月末までのご案内です。

♪

いつ来ても一流の演奏家による演奏、

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｣。ご予約が

なくても、お気軽にお立ち寄り下さい。

♪

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。

♪

9(月)

GW開けの雨模様、ちょっと憂鬱な気分

（Kind of Blue）もスカッとします。

ファンの方お待たせしました！半年ぶり

創造性豊かな真由子ピアノが炸裂します。

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160509

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/10/10410

10(火)

日本のジャズシーンを牽引する

近藤さんの追求するジャズ

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160610

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/03/13042

11(水)

新しいことに挑戦する実力派

若い感性溢れる《SK3》トリオ

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160511-2

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/03/12876

12(木)

弦楽器が創りあげるジャズ

綺麗な響き《maiko てっぱんトリオ》

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160511

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/02/12347

13(金)



マーヤさん今夜はシンガーとして登場

マルチリンガルで多彩なボーカル

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160513

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/02/12411

14(土)

レパートリー豊富なチャリートさん

長年の信頼する久しぶりのバッキング

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160514

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/03/12847

15(日) Closed

16(月)

すっかりプロとして さまざまな

試みに挑戦し始めた みえさんです

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160516

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/02/12400

17(火)

出だしの第一音からジャズ！

ストレートなレイモンドさんのジャズ

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160517

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/02/12423

18(水)

世界でも当店だけの柔らかいジャズ

《南青山六丁目楽団》セクステット

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160518

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/01/12043

19(木)

セクシーな音色の鈴木テナー

多方面で活躍する彼の原点

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160519

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/03/12813

20(金)

韓国で今ナンバーワンの人気歌姫



ウンサンさんのトリオが特別出演

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160520

[プロファイル]http://is.gd/M8IWv0

21(土)

K.バロン・トリオのレギュラーベース

世界ツアーの合間を縫って出演

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160921

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/11/10878

22(日) Closed

23(月)

よくスウィングする山本ワールド

お酒の進む《スウィンギー トリオ》

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160523

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/03/12986

24(火)

明日のビッグネームがここに居ます

若鮎たちの初ライブ、応援よろしく

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160524-2

25(水)

4本マレット奏法のバイブ赤松さんが

日本のジャズを牽引する守屋さんと

組んだ当店でも初のデュオ

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160525

26(木)

2ndアルバムも大好評 活躍著しい

すみれ さん、クァルテット率いて登場

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160526

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/12/11568

27(金)

毎回当店を満席にするペコちゃん

ユキさんのバックで至高のステージ

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160527



(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/05/13795

28(土)

【BODY&SOUL Special】

《ロドニー・グリーン トリオ》

今NYのファースト・コールドラマー

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160528

[プロファイル]http://is.gd/ZwWvl9

29(日) Closed

30(月)

出演回数の多さでは当店でも有数

上村ベースのリーダーバンド

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160530

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2016/02/12511

31(火)

リーダーとして出演当店初

私の好きなドラマー本田さん

(A)http://www.bodyandsoul.co.jp/event/160531

(B)http://www.bodyandsoul.co.jp/2015/12/11317

-----

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】次号配信予定は来月早々

前号179号は

http://is.gd/QcFBlw

全てのバック・ナンバーは

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

♪

松岡シェフの5月のお勧めメニュー



http://is.gd/xkmsA0

5月のパスタセットは、

http://is.gd/Ym6yr6

現地ワイナリーに飛んで直輸入

2016春のワインリスト

http://is.gd/d7hZhF

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

○当日のステージの予定を毎朝ツィート

→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

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


