
月刊【BODY&SOUL 通信】第228号=7-8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。

連休明けでお忙しいところ恐縮ですが、

一段落したら珈琲ブレイクにお読み下さい。

月刊【BS通信 第228号】7/16(火) 発行、

7月～8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。

♪

─永田町笑劇場─（ネットで見つけた ものまね

芸人の動画から抜粋。｢盛り」はありません）

♪

まず安倍首相にお越しいただきました、どうぞ。

『アベノミクス大成功ですよ。株価においては

ですね、上がったり下がったり心配ですけど、

だいじょうぶ、ここにいる皆さんにはなーんも

関係ないですから。どうですか皆さん、経済に

左右されない余裕のない暮らし。私はですね、

少しもブレていませんよ』

♪

『大臣の任命においてはですね、私も心を痛め

ているんですよ。皆さんのご要望にお応えして、



何かをやってくれそうな人 !! ではなく、何にも

やらかさない人を選んでいますから。まあそう

思って選んでもですね、これがやらかしてしま

うんですけどね』

♪

続いて元首相の小泉さん、どうぞ。

『安倍くん、かなり評価されてるね。前に辞め

た時に比べていまは全然違ってる、だいぶ成長

したと言われてる。でも私はそうは思わない。

まったく成長してない、変わってないね。前は

私の後だったから頼りなく見えた。今は民主党

政権の後でしょ、そりゃぁ頼もしく見えるよ』

♪

『まあアベノミクスも、期待したほどではなか

った。専門家によるとね、この三本の矢を一本

一本よく見ると、すでに折れてる、と。折れた

矢を合わせれば問題ない、と。でも、六本に

なっちゃった、こりゃ、まとめられんね』

♪

では小泉さん、今度の選挙について、ひとこと。

『議員の世襲が問題になってるけどねえ、二世

三世のどこがいけないんですか。どこの馬の骨

かわからん人より、どこの馬の骨か判ってる人

の方がいいでしょ。でも、ウチの進次郎は全く

問題ない。四世ですから』

『迷走する民主か、暴走する自民か…迷走か

暴走か、どっちがいいか、難しいねえ。どこが

いいか、ではなく、どっちが被害が少ないか、

だからねえ』

♪

続いて三世議員である麻生さん、自分が年金を



もらっているかどうかは、記憶にないとか…

『あんたがたはねえ、私が庶民の暮らしや気持

ちを知らなさすぎる、と言って批判するけどさ、

じゃぁ聞くけどさ、あんたがたは金持ちの気持

ちはわかるんかい』

・・・・・・・・・・・21日は参院選挙です。

♪

ま、それはそれとして。50年前の今頃は大変な

「地球レベルの大フィーバー」でした。1969年

7月20日。地球を飛び立ったアポロ11号が 24日

人類初めて月面に降り立ったのです。還暦過ぎ

の方は、中継され全世界が固唾をのんだ光景を

きっと鮮明に記憶されていると思います。

♪

「月まで行く時代だよ」科学技術の進歩をこう

表現したのも今は昔。歴史上の出来事として、

教科書で知った方が、いま社会の中核となって

活躍されている。スマホの方が、アポロ11号が

搭載していたコンピュータより、はるかに凄い

性能だとか。私がついていけないのも当然です。

科学技術は進歩しました。社会はどうですか…。

★

ちなみに。その月面着陸5年後に BODY&SOUL

が誕生しました。来月8月に45周年を迎えます。

「世界の小曽根真さん」が、超々ご多忙中を

押して、3日間も当店に出演して、お祝いして

下さることになりました。こんな機会は再び

ないかもしれません。8/19,20,21、ご予約と

詳細は、HPのスケジュール欄からどうぞ。

https://is.gd/Vxvi6N   まだ残席ありますよ。

♪



というわけで、「今月のスタンダード曲」は、

（先月号から「今号の You Tube から」改め）

♫ Fly Me to the Moon

シナトラ・バージョン

https://is.gd/Vam1yx

バックはカウント・ベイシー・バンド (初代)

♪

フランク・シナトラにより、爆発的ヒットと

なったのが1964年。米ソの月着陸競争が佳境

に入っていく時期で、時代のテーマソングと

してよく使われました。シナトラのこの録音

テープは、アポロ11号にも積まれ人類が月に

持込んだ最初の曲になったと言われています。

♪

昔を思い出しながら、今月のご案内です。

(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。興味ある方は、どうぞ。

7月----------

16(火) 今夜は

《福田重男トリオ》

(A)https://is.gd/0Wu3GR

(B)https://is.gd/bLPLaD

17(水)

《松島啓之クァルテット》

(A)https://is.gd/a3ajCJ

(B)https://is.gd/Kwuwb3

18(木)

《｢サイモン・コスグローブ トリオ

meets 岡崎ブラザース｣発売記念ライブ》

(A)https://is.gd/5MY8w9



(B)https://is.gd/OrvEKf

19(金)

《 ｢Löwe｣(レーベ) 芹澤朋クィンテット》

(A)https://is.gd/zRTVag

(B)https://is.gd/ZMloEq

20(土)

チャリート(vo)

(A)https://is.gd/gpfzm7

(B)https://is.gd/kYGiBZ

21(日) 

情家みえ(vo)

(A)https://is.gd/PeGLcy

(B)https://is.gd/BbnwLP

22(月) Closed

23(火)

《佐藤ことみ クィンテット》

(A)https://is.gd/AzwtE2

(B)https://is.gd/7p1xUT

24(水)

《椎名豊トリオ》

(A)https://is.gd/VgPKXs

(B)https://is.gd/7mgb4I

25(木)

岡崎好朗(tp) 松島啓之(tp)

《2ペット クィンテット》

(A)https://is.gd/cs03La

(B)https://is.gd/2BJJpK

26(金)

《中井勉 from NY》

(A)https://is.gd/DWjUgY

(B)https://is.gd/xfl4f0



27(土)

《山田拓児 FOLKLORE》セプテット

(A)https://is.gd/XoUMmZ

(B)https://is.gd/rVIdNn

28(日) 

TOKU《おはる お帰りセッション》

(A)https://is.gd/oIge8t

(B)https://is.gd/o70S4t

(B)https://is.gd/siVsdH

29(月)

《須川崇志リーダートリオ》

(A)https://is.gd/CLaqsL

(B)https://is.gd/Ru8Tgl

30(火)

《山岡未樹グレートジャズ サウンズ》

(A)https://is.gd/djSO4O

(B)https://is.gd/j3WuR4

31(水)

《村田浩リーダークィンテット》

(A)https://is.gd/8NP4Bz

(B)https://is.gd/6ktUem

8月----------

1(木)

《ジェシ フォレスト グループ

フィーチャーリング：東かおる》

(A)https://is.gd/Enqev6

(B)https://is.gd/gNqbMb

2(金)

ティム・アマコスト(ts) 夏の恒例ツアー

《NYSQ (New York Standard Quartet)》

(A)https://is.gd/QgBOnX



(B)https://is.gd/lGYZNA

3(土)

《ジム・バトラー リーダートリオ》

ゲストシンガー：スウィンキー(vo)

(A)https://is.gd/4wFwYk

(B)https://is.gd/uQGgSQ

4(日) Closed

5(月)

《岡崎正典トリオ》

(A)https://is.gd/YjUFwM

(B)https://is.gd/ZMloEq

6(火)

《向井滋春ブラジリアンナイト》

ゲストシンガー：宮崎友紀子

(A)https://is.gd/yfZnz0

(B)https://is.gd/okXl0t

7(水)

《浜崎航 meets 松本茜トリオ》

(A)https://is.gd/oTp2Jv

(B)https://is.gd/wCqT3q

8(木)

【BODY&SOUL 開店記念日】

《レイモンド・マクモーリン クァルテット》

(A)https://is.gd/YzVU3y

(B)https://is.gd/34FhKW

9(金)

《鈴木良雄 BASS TALK 　

Newアルバム発売記念ライブ》

(A)https://is.gd/2PF8dJ

(B)https://is.gd/UYAdyd

10(土)



《大口純一郎ブラジリアン音楽》

ゲストシンガー：上田裕香

(A)https://is.gd/xoYSzp

(B)https://is.gd/MzqWjV

11(日) 

【BODY&SOUL Special】45周年記念

《ヴィクター・グールド ピアノ・トリオ》

(A)https://is.gd/IoauL3

[プロフィール]

https://is.gd/kwZsSh

12(月)

山田玲 リーダークィンテット

《Kejime Collective》

(A)https://is.gd/H0dwsr

(B)https://is.gd/OU7QAl

13(火) Closed 臨時休業(8/11の振り替え)

14(水)

《寺久保エレナ・カルテット》

寺久保エレナfromNY里帰りツアー

(A)https://is.gd/PYKWtR

(B)https://is.gd/PoBjlA

15(木)

《近藤和彦クァルテット》

(A)https://is.gd/nraZfS

(B)https://is.gd/VgpD42

16(金)

《SK 4》

(A)https://is.gd/36fmIV

(B)https://is.gd/BHJpUi

17(土)

《白崎彩子fromNY 里帰りライブ》



(A)https://is.gd/Egwt4h

(B)https://is.gd/2YWfsh

18(日) Closed

19(月)～21(水)★★★★★★★★★★★

─BODY&SOUL 45周年記念 Special─

【小曽根真 3Days】

19(月)

Day1《Dixieland Night》

20(火)

Day2《Kunitachi Generations Band》

21(水)

Day3《The Origin》

ちなみに、以下は、

5年前の、前回40周年の 3Days の模様です。

http://www.bodyandsoul.co.jp/2014/10/2799

http://www.bodyandsoul.co.jp/2014/10/2858

http://www.bodyandsoul.co.jp/2014/10/2881

----------

●松岡シェフの今月のお勧めメニュー

https://is.gd/oNfcBb

パスタセットも初夏バージョン

https://is.gd/Tup2Md

●佐々木バーテンダーの

「One More Drink」

https://is.gd/94plOJ

●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227号は

https://is.gd/jc0En1

次号229号は8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

ほぼ毎夜 ここで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

●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

★新しいコンセプトの新レーベル

【BS Jazz Support】誕生

現在第4弾までリリース

ただいま第5弾制作中 乞うご期待！



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~)

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


