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♪

お暑うございます。

ヘンな進路の大型台風でせっかくのお盆休みも

台無しですが、皆さまいかがお過ごしですか。

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229号】8/17(土) 発行、

8月~9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。

♪

3月 小野田少尉がフィリピン ルバング島から

帰還、5月セブンイレブンが江東区に第1号店、

7月、北の湖が史上最年少で第55代の横綱昇進。

ウォーターゲート事件でニクソン米国大統領

が辞任したのは、当店が開店した当日でした。

その8月末に「ベルサイユのばら」が宝塚で

初演、翌日に過激派による三菱重工爆破事件

で8名の死者400人近くの負傷者が出て大騒ぎ。

そして秋、｢不滅の｣名言を残して長嶋選手が

引退されました。

♪

この8月8日に45周年を迎えた当店が誕生した

1974年の出来事です。といってもこの通信を



お読みくださっている多くの方々にとっては

身に「思い当たるフシ」のない知識としての

近代史の一部でしょうね。一昨日は74回目の

終戦記念日でしたが追悼式典に参加した遺族

の8割が70歳以上だったとか。私も玉音放送

（天皇が終戦宣言したラジオ放送）を実際に

聞いた世代として、この通信でもこれまで

色々と話題にしましたが…お店の誕生当時は

「元日本兵」はリアルな今だったのですね。

♪

高度経済成長~バブル時代~冷戦の終焉~湾岸

戦争~バブル崩壊~就職氷河期~911~リーマン

ショック~311~国際テロ~難民~中国の台頭…

戦後世界は、激動しているようにも見えますが、

本質的には世界や人間社会は少しも変わって

いないようにも思えるし､､､ジャズの世界も同じ

かも知れませんね。45年を経て、凄く変わった

ようにも、全く変わってないようにも思えるし…

♪

変わっていないと言えば､､､ウチでは日曜日の

夕方になるとちょうど夕飯時で「サザエさん」

を見る時も多いです。昭和の微笑ましい家族の

様子を見てホッとします。サザエさんの放送が

始まったのはお店が誕生する5年前。以来50年

いまも変わらずオンエアされています。その

サザエさんの磯野家は、戦後の庶民の暮らし、

中流家庭の典型ですが、今のその土地の広さの

資産価値は2億円以上。大変な資産家だそうで、

波平さんやマスオさんの給料もそれなりに計算

すると、庶民どころか大富裕層なのだそうです。

♪



ちなみに、サザエさんの磯野家は、世田谷区

桜新町。あさひが丘3丁目は架空の番地ですが

作者の長谷川町子さんが生前この街に住み、

今サザエさん通りもでき長谷川美術館もでき、

そこには磯野家の家が再現され間取りとかも

ネットで見られます。私も孫の家に行く時に

通るのですが、昭和の香りする閑静な住宅地。

庶民の暮らしは豊かになったのでしょうか…

♪

余談がとりとめなくなりました。

広島・長崎・終戦・御巣鷹山・そして来年は

東京五輪が閉会式。私にはお店の開店記念日…

これからも8月は、考えさせられることが多い

月です。ジャズを聴いてスカッとしましょう。

♪

BS通信恒例の「今月のスタンダード曲」は、

? Things Ain't What They Used to Be

https://is.gd/pScRMv

♪

邦題「昔はよかったね」これは誤訳ですよね。

直訳すると「物事は昔のままじゃない」つまり

｢すべてはうつろい消えていく｣でしょうか…

D.エリントン楽団の十八番で、多くのバンドや

歌手にカバーされているスタンダード曲ですが

今回は、スティーブ・ガッド・バンドでどうぞ。

♪

つい先日もスティーブさんにお会いしましたが、

74歳、演奏も容姿も、相変わらずカッコいい !!。

私とは80年代、エディ・ゴメスさんらとガッド・

ギャングを結成して来日した頃からの知り合い

ですが、今も世界屈指のドラマーであり続けて



います。私もまだまだガンバらなくっちゃ。

♪

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。

8月---------

17(土) 今夜は

《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 3 Days】

19(月)

Day1《Dixieland Night》

スペシャルゲストに北村英治(cl)さん

中川喜弘(tp)さんのレジェンドを迎えて

20(火)

Day2《Kunitachi Generations Band》

国立音大ジャズ専修の若き卒業生と

世代を超えての大セッション！

21(水)

Day3《The Origin》

トリオ＆カルテットでデビュー当時の

オリジナル曲をメインにプログラム

↓以下は5年前、40周年の 3Days の模様

https://is.gd/UUe8OO

https://is.gd/6ROpLd

https://is.gd/IZpKOq



22(木)

《片山士駿 フルートクァルテット》

(A)https://is.gd/cLBsc3

(B)https://is.gd/FDIx0T

23(金)

《南青山六丁目楽団》セクステット

(A)https://is.gd/KHtV37

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

24(土)

《JUN斉藤 スペシャルユニット》

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

(B)当店久~しぶりの出演

25(日) Closed

26(月)

《ヒロ大島｢Song Without Words｣

発売記念ライブ》

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

(B)当店初出演

27(火)

宮坂俊行(vo)

(A)https://is.gd/WA67mW

(B)https://is.gd/vS8rf7

28(水)

《スウィンギー トリオ》

ゲスト:TOKU(flh.vo)

(A)https://is.gd/nG7h70

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

29(木)

《フロントページ オーケストラ》

定期公演

(A)https://is.gd/EXGd66



(B)https://is.gd/ZK2zre

30(金)

《守屋純子 セクステット》

(A)https://is.gd/4S04FU

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

31(土)

伊藤君子(vo)

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

(B)https://is.gd/i1GfNv

9月---------

1(日) Closed

2(月)

《河合代介ハモンドB3オルガンジャズ》

(A)https://is.gd/wzym1C

(B)https://is.gd/X1pD2h

3(火)

TOKU(vo,flh) 他未定

(A)https://is.gd/pFXe5S

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

4(水)

《池田篤クァルテット》

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

(B)https://is.gd/T7H3as

5(木)

《類家心平クァルテット》

(A)https://is.gd/DlohA1

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

6(金)

山添ゆか(vo)

(A)https://is.gd/L8iuaP

(B)https://is.gd/8sGkVk



7(土)

グレース･マーヤ 弾き語りトリオ

(A)https://is.gd/06EWTN

(B)https://is.gd/7q8QF82019/06

8(日) Closed

9(月)

《増原巌 What’s Up》

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

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

10(火)

《福田重男トリオ》

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

(B)https://is.gd/a5bLSY

11(水)

《スウィンギー トリオ*》

女性ドラマー利光玲奈(ds)*参加

(A)https://is.gd/M4NxJI

(B)https://is.gd/hOL8zr

12(木)

《松島啓之クァルテット》

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

(B)https://is.gd/cwWQ2J

13(金)

《井上智ギタークァルテット》

＋スペシャルな秘密 ゲスト登場 !! 

(A)https://is.gd/93YQHz

(B)https://is.gd/L2u9M5

14(土)

チャリート(vo)

(A)https://is.gd/W3kAIQ

(B)https://is.gd/iI5LIN



15(日) 

《岡崎ブラザーズ》クィンテット

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

(B)https://is.gd/HuW2ii

16(月) Closed 敬老の日

17(火)

《片倉真由子の世界》

片倉真由子ソロピアノ

(A)https://is.gd/3RTGRy

(B)https://is.gd/jtxa1H

18(水)

【BODY&SOUL Special】

デンマークの歌姫《シーネ・エイ》

＆トリオfromデンマーク

(A)https://is.gd/3U6RqI

[プロフィール]

https://is.gd/7knNqi

----------

★ウェブサイト、マイナー・リニューアル中★

セキュリティー対応も強化致しました。

----------

●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228号は

https://is.gd/0s2q4e

次号230号は9月中旬配信予定

全てのバックナンバーは

https://goo.gl/zsLXmn

----------

●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

♪

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~)

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


