
今号から月刊です。

【BODY&SOUL 通信】4月=第201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201号】4/1(土)発行

4月のご案内をお送りいたします。

♪

今号201号から、このBS通信の配信は、

月に一回の有料購読にさせて頂きます。

・・・・・・・・

ウッソ、ピョ～ン。エイプリル・フール。

♪

日本では、古くは豊島園の大嘘新聞広告、

最近は、世界の新聞社がジョークネタを

報道することが、日本でもすっかり定着

したようです。SNS全盛の情報社会では

今日だけの「まじめなジョーク」を企業

も個人も楽しむ時代になりました。他愛

のないネタだったり、大掛かりなウソ

だったり…嘘もいろいろです。

♪

米国の大統領選挙に大きな影響を与えた

といわれる「フェイクニュース」ですが

そのトランプ大統領いわく「偽ニュース

を批判する権利は憲法で守られている」

…って確かにそうですが、自らの政権が



発表する偽りの発表には知らん顔して、

自分への批判報道をハナから偽ニュース

と決めつけているのが彼らしいですね。

でもコトは今日だけではない、しかも

アメリカの大統領ですからねぇ…

♪

誰もが簡単に情報発信者になれる時代、

たくさんの「真実」が蔓延しています。

でも fact＝事実は、ひとつ。truth＝

真実の方は、嘘でなければ真実です。

ファクトを捉える価値観を反映して、

いろんなトルースが複数存在します。

「お酒がボトルに半分あります」これが

ただひとつのファクト。でも「お酒が

ボトルに半分もある」とも「お酒が

ボトルに半分しかない」とも言えます。

♪

どっちも真実ですが、それを伝え聞くと

ファクトはだいぶ違って認識されます。

国有地が8億円値下げされて森友学園に…

その「事実」が贈収賄の結果なら話は別

ですが「忖度」なんて心の中のことを嘘

だとか真実だとか言ってみてもねぇ…。

私はソンタクなんて読めませんでしたが

でもホントは贈収賄よりタチが悪そう。

♪

このBS通信はもともとは、かつて私が昔

よく聴いていたジャズのスタンダード曲

と言われる曲を、ジャズが好きになった



初心者の方に一緒に聴いていただいて、

ジャズを増々好きになってほしい、と

曲の紹介がてら、ライブ・スケジュール

のご案内として書き始めたものです。

♪

でもそれだけじゃ味気ないでしょ。で、

日頃思ってることを添えて面白く読んで

いただこうと。横丁のご隠居さんが社会

観察するように（私もそんな歳です）

世の中をちょっとだけ斜（ハス）に見て、

情報発信しています。そんな私がいつも

心がけていることは、自分の価値観を

挟まないで、面白い事実だけで語りたい。

（これは大昔、天声人語を書いていた

名コラムニスト深代さんの本の受け売り）

♪

もちろんそんな大それたコラムでもなく

（短い行替えの文章は縦長で、コラム＝

円柱に見えなくもない）一種のエッセイ

（筆の随意のまま書く＝随筆）ですが、

Tweet や Facebook のつぶやきではなく

ジャーナルではありたいと思っています。

ちなみにジャーナルの語源は日刊の定期

刊行物というラテン語が元だそうです。

♪

今号はあえて少し長くなりますが、遅れ

ばせながら…前号で201号からこの通信

どうしたものか考えていると書いた所、

続けてほしいという温かい応援メールや



声を頂きました（ありがとうございます）

でも、結論としては今号から配信を月に

一回にさせていただきたいと思います。

何しろ私は、今年の暮に喜寿を迎えます。

隔週ではなく、月に一回だけ頑張ります。

(ゴメンナサイ､言い訳が長くなりました)

♪

さて新緑、fresh green の季節です。

「今号の YouTube から」は

♪On Green Dolphin Street

https://www.youtube.com/watch?v=QBPc5hXDyds

スタンダート中のスタンダード曲。多く

のジャズメンの演奏があります。当店

でもしばしば演奏されますが、今回は

ウィントン・ケリーの Kelly Blue から。

映画｢大地は怒る(Green Dolphin Street)｣

のテーマ曲、「通り」は実在しません。

ジャズ喫茶でこの盤が掛からない日は

ないくらいでした。ジャズ喫茶が下火に

なる頃、彼は若くして亡くなリました。

♪

昔のジャズメンの演奏は、本当によく

スウィングしますね。現代のジャズメン

のテクも感性も素晴らしいですが、でも

このスウィング感だけは昔のミュージ

シャンに分があります。彼は最もスウィ

ングするジャズピアニストと言われます。

♪

ここで叩いているドラマーは、ジミー・



コブさんです。私とは、もう30年以上前

からのお付き合いで、私の自宅の近くの

ホテルに滞在した時、1週間ほど朝食を

食べに来た若い頃を思い出します。もう

ご高齢ですがまだ現役で、来日時は必ず

当店に立ち寄って下さいます。マイルス

との名盤 Kind of Blue が有名ですが、

余計なことは何もしない、でも凄く良く

スウィングして時々入るシンバルの音が

とっても綺麗で素敵で、私は大好きです。

♪

長くなりました。今月のご案内です。

まず、今月の新しいおすすめから。

◉松岡シェフのお勧めメニューも春！

ホタルイカ､菜の花､しらす､春キャベツ…

旬の素材の多彩なメインディッシュ

https://goo.gl/8WYcRn

パスタセットも春野菜

https://goo.gl/g01CO9

◉常連さんの間ですっかり評判の他とは

一味違う佐々木バーテンダーのカクテル、

「モヒート」が大好評ですが、桜の季節の

新おすすめは「チェリー・ブロッサム」

さすがプロ、他とは一味違いますよ。

新しい春のカクテル・メニューです。

https://goo.gl/PXXQpe

◉ダウン・ビート誌から今年も嬉しい

お知らせが郵送されてきています。

https://goo.gl/XXzpav



[原文]https://goo.gl/ySwzLn

★出演する演奏者はもちろんお食事も 

お酒も､つねに本物を目指している 

プレミアムなジャズクラブです。 

(A)はその日の｢コメント欄｣に

(B)は前回出演時の｢レポート欄｣に

リンクしています。

♪

1(土)

グレース･マーヤ(pf,vo)

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

(B)https://goo.gl/V4gYiL

2(日) Closed

3(月)

【栗林すみれ アルバム発売記念ライブ】

(A)https://goo.gl/7bPdT2

(B)https://goo.gl/eNVl1w

4(火)

里見紀子《MEDUSA》

(A)https://goo.gl/14GYKm

(B)https://goo.gl/obcTp8

5(水)

藤原清登トリオ

(A)https://goo.gl/pWvEi1

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

6(木) & 7(金)

【BODY&SOUL Special】

《ラーシュ･ヤンソン･トリオ》2 Days

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



(B)https://goo.gl/0igfHu

8(土)

【BODY&SOUL Special】

《ダニエル・フリードマン・トリオ》

Day1。なお Day 2 は16(日)

(A)https://goo.gl/K2SKNO

(B)[プロファイル]

https://goo.gl/Ld6hKy

9(日) Closed

10(月)

《若井優也ソロ・ピアノ》

(A)https://goo.gl/U5HjW8

(B)https://goo.gl/4pd4vp

11(火)

《福田重男トリオ》

(A)https://goo.gl/1NeGRv

(B)https://goo.gl/cCaH3k

12(水)

《The Jazztet》

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

(B)当店何十年ぶりの出演

13(木)♡

《向井滋春ブラジリアン ナイト》

(A)https://goo.gl/lsVoy3

(B)https://goo.gl/pT8ZZo

14(金)

【BODY&SOUL Special】

41th 森泰人スカンジナビアコネクション

《トミー･コッテル･トリオ》



(A)https://goo.gl/FcY7Bv

(B)[プロファイル]

https://goo.gl/Pzbmo9

15(土)

ウィリアムス浩子(vo)

(A)https://goo.gl/ONVQ6v

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

16(日)【BODY&SOUL Special】

《ダニエル・フリードマン トリオ Day2》

(A)https://goo.gl/tP42au

(B)[プロファイル]

https://goo.gl/Ld6hKy

17(月)

《松島啓之クァルテット》

(A)https://goo.gl/Ho8734

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

18(火)

TOKU(vo,flh)

(A)https://goo.gl/Adc41N

(B)https://goo.gl/VvBRP2

19(水)

《敦賀明子クァルテット》From NY

ジャパンツアー2017最終日 

(A)https://goo.gl/SFm8OZ

(B)[プロファイル]

https://goo.gl/zmYvnN

20(木)

《Duke Ellington Song Book》

(A)https://goo.gl/l1HMJ3



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

21(金)

鈴木良雄 海野雅威 再会セッション

(A)https://goo.gl/KFVRu2

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

22(土)

《ギラ・ジルカ Jazz Essentials》

(A)https://goo.gl/XA9Jkf

(B)https://goo.gl/cOrr3J

23(日) Closed

24(月)♡

《BSスペシャル クィンテット》

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

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

25(火)

情家みえ(vo)

(A)https://goo.gl/eESqL5

(B)https://goo.gl/6Wm3F3

26(水)

《福井ともみアルバム発売記念ライブ》

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

(B)https://goo.gl/iK8DgC

27(木)

《フロントページ オーケストラ》定期公演

(A)https://goo.gl/9VaX9m

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

28(金)

《中井勉 トリオ》from NY

(A)https://goo.gl/ji6lQe



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

29(土)

伊藤君子(vo)

(A)https://goo.gl/oV2pMv

(B)https://goo.gl/lcQx3R

30(日)

【第7回東日本大震災支援ライブ】

《Kengo Nakamura Presents

「VOICES OF HOPE 7｣》

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

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

♪

♡印はバースマンス･サービスデー

生まれ月にお二人でご来店いただくと

お一人様のM.Charge が半額、♬ Happy 

Birthday の演奏,etcがサービスされます。

○BS通信､前号200号は

https://goo.gl/d5jOcB

次号202号は5月1日配信予定

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~)

●事前に｢デイリーコメント｣を､

事後には｢デイリーレポート｣を楽む

｢プレミアムなジャズクラブ｣ならでは…

●USTREAM では毎夜 2nd set の

ライブ中継を配信しています。

http://www.ustream.tv/channel/body-and-soul-live

●インターネットラジオのハイレゾ放送

【BODY&SOUL A Wonderful Jazzy Night】

日曜の夜7～9時､2時間枠で放送中

http://goo.gl/tUE3wK

●当日のステージの予定を毎朝ツィート

→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 8:00 1st.19:00/2nd.20:45

●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

♪

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

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


