
_1_

月刊【BODY&SOUL 通信】第225号=4-5月号

(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 をご贔屓いただき、

ご来店ありがとうございます。

月刊【BS通信 第225号】4/17(水) 発行、

4月～5月中旬のご案内をお届けいたします。

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。

★この delivery＠～は配信専用です。

♪

まだ平成。最後の【BS通信】をお送りします。

令和、という元号については、さまざまな意見

があるようですが…私が期待した「役所の文書

は西暦に」は実現しませんでした。いい機会だ

と思ったのですけどねぇ…この分だと次の元号

が変わるときも実現は難しそうですね。何しろ

「前例」を変えることには頑ななまでに慎重な

「お役所」に前例ができましたから。ま、和暦

を強制されなかったことを、良しとしましょう。

♪

それにしても寒暖差が激しい日が続きますねぇ。

昔～し、初めてNYに行った時、毛皮のコートを

着てる人とTシャツ1枚の人が、混在して歩いて

いる街に、大都会を感じましたが…今、渋谷の

街に同じことを感じます。もう日本も、とくに

東京では豊かな季節のグラデーションを楽しむ
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春や秋が短くなっていきそう。そんな4月…

♪

さぁ、もうすぐ令和の最初のGWです。新しい

時代にふさわしく初めての10連休 !!（ワーオ）

まさにゴールデン・ウィーク＝黄金週間です。

何日を休めば…ではなく掛け値なしの10連休。

この和製英語の歴史は古く昭和26年（1951年

ほら西暦だと何年前かすぐ計算できるでしょ）

命名したのは当時の映画業界だったそうです。

つまり、今年68年回目のGWというわけです。

♪

当店が生まれたころ（1974年=昭和49年頃）は、

まだ土曜休日も一般的ではなく、振替え休日も

なく、天皇誕日（その後 昭和の日=みどりの日）

と憲法記念日と子供の日の3日だけ。飛び石連休

と言ってましたっけ。サラリーマンの方はGWが

近づくとカレンダーの飛び石具合を、有給休暇

を当てたり算段して休みを計画したものですが…

10日間＝月の1/3 もベタで休みだと、勤勉な

日本人は何をしていいのか困ってしまいそう。

♪

もちろんそれも勤め人の世界のこと。客商売や

特に当店のような自営業は、GWは書き入れ時。

休んでなどいられません。ちなみに今年も当店

のGWは、平成の終わりも令和の始まりも、連日

休みなく営業です。銀行はやっているの？医療

機関はどうなるの？ゴミの収集日は？保育園は

預かってくれるの？日給で働く人はどうなるの？

友人もなく一人孤独に過ごすひきこもりの人々

でなくても、10連休など迷惑と思っている人々

が多くいる人々や業界もあると思います。
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♪

格差社会が進んでいる、と言われます。格差が

固定化し、ますます大きくなるのも問題ですが、

教育の格差がもとで休日や余暇の過ごし方など、

日常生活あらゆる分野に格差が広がっています。

10連休は誰にとっても大歓迎、ではありません。

休みを多くすれば働きやすい社会になる、とか、

連休の経済効果しか見えていないのは、格差の

上の方にいる人だけかも。現政権には格差には

縁のない二世三世の方が多いですからねぇ。

♪

そうそう、お札も新しくなるんだとか。時代は、

目まぐるしいくらいどんどん変わっていきます。

この頃は時代ばかりか自然までも、変化や差が

激しく、脳も身体もついていくのに精一杯です。

私的な心配事も色々あってやることもいっぱい。

このBS通信もじっくり推敲する暇もなく、急い

で書いたのですが…配信、遅れました m(._.)m

♪

ところで、今週の金曜日は満月

🌕

です。

｢おぼろ月夜」は豊かな四季がまだ残っている

数少ない日本らしい春の風景。コートを脱いで

風に吹かれて、お気軽にお立ち寄りください。

♪

平成もいよいよ押しせまってきました。

BS通信、今号は225号ですが、BS通信第1号は、

2008年11月。丸々10年。変化の激しい時代、

10年ひと昔どころか、ふた昔も経ちました。

老人の三大悪癖「説教と昔話と自慢話」に陥ら

ないうちにBS通信も新しく衣替えしなくっちゃ。

（ちょっとシンドくなってきたし…本音）
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♪

恒例「今号の You Tube から」は、

♬ Moonglow （月の光）

http://urx.red/YK4k

♪

「Moon」がタイトルに入っている、ジャズの

スタンダード曲って、ホントに多いんですね。

で、BS通信のバックナンバー見たら、ほとんど

「今号の～」で載せちゃってました。これは初。

アート・テイタムは、ほぼ全盲に近いピアニスト。

その超絶テクニックは、クラシック界のビッグ

ネーム達も聴きに来たといいます。ジャズ喫茶

盛んな大昔、時々かかってました。おぼろ月夜

の下を吹き抜ける春の風のようなピアノを聴き

ながら、4月～5月中旬のご案内です。

以下(A)はその日の｢Kyoko のコメント欄｣に

(B)は前回出演時の｢レポートブログ欄｣に

リンクしています。

4月--------------

17(水) 今夜は

《近藤和彦クァルテット》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190417

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/02/28616

18(木)

《田窪寛之 トリオ》♡

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190418

(B)bodyandsoul.co.jp/2018/12/27820

19(金)

《守屋純子セクステット》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190419

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/01/28238
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20(土)

《SOLO-DUO》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190420

(B)bodyandsoul.co.jp/2018/05/24617

21(日) Closed 貸し切り

22(月)

TOKU(vo,flh)＋宮本貴奈(pf) 

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190422

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/02/28680

23(火)

《河合代介ハモンドB3オルガンジャズ》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190423

(B)bodyandsoul.co.jp/2018/12/27855

24(水)

《池田篤クァルテット》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190424

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/01/28272

25(木)

《フロントページオーケストラ》定期公演

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190425

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/03/28980

26(金)

《類家心平クァルテット

｢Lady’s Blues｣ 発売記念ライブ》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190426

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/02/28716

27(土)

伊藤君子(vo)＋片倉真由子(pf)

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190427

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/02/28881

28(日) 
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《グレース･マーヤ弾き語りトリオ》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190428

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/03/29297

29(月)

《森泰人 from Sweden＆木住野佳子》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190429

(B)bodyandsoul.co.jp/2017/06/20134

30(火)

《ビューティフル・トリオ》♡

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190430

(B)bodyandsoul.co.jp/2018/12/27935

----------------------

01(水)

宮坂俊行(vo) スタンダード曲特集

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190501

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/01/28354

02(木)

《田中菜緒子トリオ》

ゲストシンガー：益子麻奈

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190502

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/01/28507

03(金)

《金森もといトリオ》

ゲストシンガー：伊藤真紀

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190503

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/02/28545

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/04/29570

04(土)

《レイモンド・マクモーリン クァルテット》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190504

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/03/29029
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05(日) 

《栗林すみれトリオ》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190505

(B)bodyandsoul.co.jp/2018/08/26017

06(月)

【第9回 東日本大震災支援ライブ】

《Kengo Nakamura Presents 

「VOICES OF HOPE 9｣》

(for 1 Stage)￥7,000 (for 2 Stages)

Open 17:00, 1st 18:00, 2nd 20:00

1st : Remi/リレット/グレース･マーヤ

/スウィンキー/チャリート

2nd : 堀北やこ/Ema/坂井レイラ知美

/宮坂俊行/ギラ・ジルカ

バッキングトリオ

中村健吾(b) 若井優也(pf) 海野俊輔(ds)

http://urx.blue/TiVn

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190506

(B)bodyandsoul.co.jp/2018/05/24419

07(火) Closed 振替臨時休業

08(水)

《コモブチ・キイチロウ ブラジル音楽》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190508

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/01/28494

09(木)

《SK 4》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190509

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/04/29490

10(金)

《椎名豊スペシャルクィンテット》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190510
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(B)bodyandsoul.co.jp/2019/03/29008

[メンバープロフィール]

http://urx.blue/m0WK

11(土)

【BODY&SOUL Special】

《オムリ・モール トリオ》fromイスラエル

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190511

[メンバープロフィール]

http://urx.blue/Zu1W

12(日) Closed

13(月)

《スウィンギー トリオ》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190513

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/03/29328

14(火)

《鈴木央紹リーダートリオ

｢Favourites｣ 先行発売ライブ》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190514

(B)bodyandsoul.co.jp/2017/08/21064

15(水)

《若井優也トリオCD発売記念ライブ》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190515

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/03/29250

16(木)

《佐藤ことみバースデー・ライブ》

(A)bodyandsoul.co.jp/event/190516

(B)bodyandsoul.co.jp/2019/02/28598

---------

●松岡シェフの今月のお勧めメニュー

http://urx.blue/SHnx

パスタセットも春バージョン



_9_

http://urx.blue/ZeCd

●佐々木バーテンダーの

「One More Drink」

https://goo.gl/Nu8xZC

●Twitter 当店のタイムライン上で

ほぼ毎夜 2 nd セットをライブ中継中

https://twitter.com/bodyandsoul_j

●来店前には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。

-------

●BS通信､前号224号は

http://urx.blue/vRDK

次号226号は5月中旬配信予定

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

ここでほぼ毎夜 2nd セットをライブ中継

→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
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●土・日・祝日・GW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

★新しいコンセプトの新レーベル

【BS Jazz Support】誕生

https://goo.gl/6HtSkP

♪

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　BODY&SOUL

〒107-0062 港区南青山6-13-9

TEL.03-5466-3348(５pm~)

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


