
月刊【BODY&SOUL 通信】第214号=5~6月号

(URLは全てクリックでリンクされています)

✥第201号から月刊(中旬)発行になりました。

月刊【BS通信 第214号】5/15発行、

5~6月中旬のご案内をお送りいたします。

(新年度から毎月中旬の配信になりました)

なお、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、当店ご出演者と

関係者の方にも配信させて頂いています。

配信停止・アドレス変更・宛先名変更…は、

staff@bodyandsoul.co.jp にご一報下さい。

♪

GWが明けると「宴」が終わったような感じ。

そう、しばらく海の日まで祝日はありません。

お盆休みまであまり長かったので何かほしい…

国会議員さんのご尽力か、官僚たちの忖度か、

このあたりは「庶民感覚」ご健在のようで、

海の日ができ、山の日もできました。どうも

最近「お上」の感覚が信用出来ず、イヤミの

一つも言いたくなります。

♪

日本の祝祭日の日数は17日。諸外国と比べて

群を抜いて多いそうです。フランスが年間9日

米国が10日、アジアのシンガポールでも11日、



中国は7日。一見、日本は休みが多そうですが、

でも特に欧米では「バカンス」という有給の

長期休暇制度があって、しっかりお休みが

取れるらしく、だいぶ事情が違うようです。

♪

「働き方改革」の議論があまり進まないまま

国会が開かれています。プレミアムフライデー

も機能してないしセクハラの感覚も時代遅れ。

なのに、女性が活躍できる社会を目指すとか。

安倍さんは「お題目」を掲げて唱えるのが

お得意なようですね。ちなみに辞書を見たら

「お題目を唱える」＝「口先ばかりで実質が

伴っていないこと」と書かれていました。

♪

世界はと言えば、いよいよ歴史的な米朝会談が

行われるみたい。来月の今頃は、歴史が大きく

変わっているかもしれませんね。トランプさん

はイランの核問題も掻き回しているようですが…

でも、これで北の核問題や拉致問題が成功裏に

解決に向かうならそれはトランプさんの大きな

功績かもしれません。米・朝のご両人に

「ノーベル平和賞」の呼び声も聞こえます。

♪

オバマさんも、佐藤栄作さんも貰っています。

まさか独裁者や超保守主義者に与えられるとは



思いませんが、もしそうでもなったらこの賞が

ますます信用できなくなりそうです。ノーベル

平和賞が与えられるのは、世界はこうありたい

と思う未来に立ち向かって希望の光を掲げた

人に与えられる、と思っていたのですが…

そんな世界は、もう期待してはいけない時代

なのかもしれませんね。

♪

100年以上前の児童文学「オズの魔法使い」に

出てくるオズの国は、どこか遠くにあって存在

するにちがいないが、見つけることが難しい、

という意味が込められているそうです。その

ミュージカル映画「オズの魔法使い」から

♪Over the Rainbow

https://goo.gl/43k6sO

「今号の You Tube から」です。

♪

あまりに多くのアーティストがカバーしてて、

誰を聴こうか迷いますね。当店でもシンガーや

演奏者がよく取り上げます。カラオケで歌う方も

多そうです。迷った時は原点に帰れというわけで

1939年のアカデミー主題歌賞を受賞した大女優

ジュディ・ガーランド（ライザ・ミネリのお母様）

の「歌詞付き」がありました。

♪



全米レコード協会等の主催する「20世紀の名曲」

で第1位になったお墨付きのスタンダード曲。

虹の彼方に思いを馳せながら5~6月のご案内です。

♪

●松岡シェフのお勧めメニュー

5月は、新玉ねぎ・しらす・春野菜…

https://goo.gl/TWpS1D

パスタセットも5月バージョン

https://goo.gl/WgTU5L

●佐々木バーテンダーの

今月の「One More Drink」

https://goo.gl/VRmuo7

●Twitter 当店のタイムライン上で

ほぼ毎夜 2 nd set をライブ中継中

https://twitter.com/bodyandsoul_j

●来店前はHPの｢デイリーコメント｣を､

来店後には｢デイリーレポート｣を楽しむ…

他にはないライブジャズの楽しみ方です。

●腕のいいシェフ、プロのバーテンダー…

それ以上に、出演する演奏者が本物です。

(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。

♪

15(火) 今宵は



アルトの音色が素晴らしい2アルトの共演

《土岐英史リーダー クィンテット》

(A)https://goo.gl/JV1ByG

(B)https://goo.gl/2xK599

16(水)

自己の選んだ女性ドラマーと共演

《田中菜緒子 リーダー トリオ》

(A)https://goo.gl/QD76jr

(B)https://goo.gl/Rtt9ND

17(木)

《Gene Jackson’s Four》

ジーン・ジャクソン(ds) さんの

前回はHハンコック特集でした

(A)https://goo.gl/1M53ar

(B)https://goo.gl/y8FKBb

18(金)

《SOLO-DUO》

10周年記念ライブ

芸達者たちのエンタメ・ショー

(A)https://goo.gl/HEDE28

(B)https://goo.gl/LXbxW2

19(土)

《鈴木瑤子 帰省ライブ》

旅立ちからもうすぐ1年 楽しみです

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



(B)https://goo.gl/YF5Evg

20(日) 

円熟の実力と人気いまナンバーワン

TOKUさんとノリの良いサイドメン

(A)https://goo.gl/Gp8ga4

(B)https://goo.gl/VwHq4Y

21(月)

《レイモンド・マクモーリン クァルテット》

先月リリース間に合わず今夜に延期

Newアルバム”All of A Sudden” 発売記念ライブ

(A)https://goo.gl/Gp8ga4

(B)https://goo.gl/VwHq4Y

22(火)

《井上智 ギター クァルテット》

NY時代のお仲間たちと聴き応え十分

(A)https://goo.gl/6uzxrh

(B)https://goo.gl/2sk9aZ

23(水)

《ツインボーカルナイト》

ウィリアムス浩子＆宮坂俊行

イケメン新人男性ボーカリストと

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

(B)https://goo.gl/V6srWF

24(木)

《藤原清登トリオ》



大ベテランベーシストの流石のサウンド

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

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

25(金)

伊藤君子さん今夜のバッキングは

独特の感性若井ピアノ

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

(B)https://goo.gl/2EXYLY

26(土)

【BODY&SOUL Special】

《”ACT” Trio feat. ベン・ウェンデル(ts)》

ジャズ界の豪傑3人が集結 !!

(A)https://goo.gl/gt6Vvd

(プロフィール)

https://goo.gl/ruPQP4

27(日) Closed

28(月)

《近藤和彦クァルテット》

今夜のドラムスは若手の山田玲さん楽しみ

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

(B)https://goo.gl/qMsW9N

29(火)

《松島啓之クァルテット》

ストレート・アヘッドなジャズ

(A)https://goo.gl/p5GLq3



(B)https://goo.gl/h3qefy

30(水)

《山田拓児 FOLKLORE》

複数の楽器を吹きこなすフロント陣

熱い広がりのある迫力あるジャズ

(A)https://goo.gl/h8AzuR

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

31(木)

《須川崇志リーダートリオ》

チェリストでベーシストの美しい弦

珍しい組み合わせメンバー

(A)https://goo.gl/vKa5Kb

(B)https://goo.gl/zMCy1P

6月-----------------------

1(金)

《SK 4》

新アルバムリリース売れいき快調

ノリのいいジャズで楽しいステージ

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

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

2(土)

リリカルで美しい福田ピアノで

情家みえさん実力が活きます

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

(B)https://goo.gl/VBqCx4



3(日) Closed

04(月)

《国立音大新人OB田谷紘夢トリオ》

当店初登場！新しい感性のジャズ楽しみ

(A)https://goo.gl/2vawn2

(B)当店初出演

5(火)

《向井滋春ブラジリアン・ナイト》

笛吹きKanaさんと踊りたくなる演奏

(A)https://goo.gl/HPXob4

(B)https://goo.gl/1pbMxr

6(水)

《椎名豊トリオ》

ピアノが良く鳴る

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

(B)https://goo.gl/4s8raU

7(木)

《北川潔スーパーベース 2 Days》

ベスレジェンド迫力のベースサウンド

Day 1 はトリオで

(A)https://goo.gl/G7J31k

(B)https://goo.gl/uu25tQ

8(金)

関根弘江 From LA

withウィリアムス浩子(vo)



(A)https://goo.gl/C8Y5Zo

(B)https://goo.gl/V6srWF

9(土)

《北川潔スーパーベース 2 Days》

ベスレジェンド迫力のベースサウンド

Day 2 はクァルテット

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

(B)https://goo.gl/2xK599

10(日) Closed

11(月)

《スウィンギー トリオ》

ゲスト：TOKU(vo,flh)

剛さんとは3年ぶりの共演

(A)https://goo.gl/aYTJ4X

(B)https://goo.gl/o2tn29

12(火)

《松島啓之クァルテット》

当店だけの自身の率いるユニット

(A)https://goo.gl/6cPZ1q

(B)https://goo.gl/h3qefy

13(水)

《ビューティフル トリオ》

素直で綺麗なアルトの音色

バランスの良いサウンド

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



(B)https://goo.gl/fFi2q9

14(木)

《嶋津健一トリオ》

異色のピアノの職人芸

(A)https://goo.gl/T5uQbS

(B)https://goo.gl/ijb2L4

15(金)

《チャリート バースデー ライブ》

英語が普段語の4人で円熟の歌唱力

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

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

16(土)

【BODY&SOUL Special】

《Real Feels》From NY

選び抜かれたNY最前線ジャズ

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

(プロフィール)

https://goo.gl/eZfe6E

-------

●BS通信､前号213号は

https://goo.gl/KzaehW

次号215号は6月15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。

当夜のご予約はお電話で5時以降が確実です。

お電話でのご予約は 03-5466-3348(5pm~)

●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 18:00 1st.19:00~/2nd.20:30~

●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。

-------------スタッフ一同･シェフ松岡･Kyoko

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪

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

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


