
_1_

月刊【BODY&SOUL 通信12月号=第209号

(URLは全てクリックでリンクされています)

✥第201号から月刊になりました。

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209号】12/1(金)発行12月号

今年最後のご案内をお送りいたします。

♪

今年も早や12月、年の瀬ですね。去年こんなに

寒かったかしら､､､何だか冬が厳しそうな嫌な

予感がします。まぁそれはそれとして、世界も

日本も、世の中いろんな事件やお騒がせごとが

次から次にあった相変わらずの1年。それ自体

もう慣れっこになっています。でも､､､

♪

北朝鮮の核・カタルーニャ帰属・ロシアゲート

疑惑・カケトモ問題・野党再々編・角界……

未解決なのか継続中なのか今年はいろいろの

結末がアイマイでウヤムヤ感が残る年ですね。

♪

毎年12月12日「漢字の日」に発表されるのが

「今年の漢字」定着してもう23年目だそうで。

偽､新､暑､絆､金､輪､税､安､金､､､ときてさて

今年は？一字で表すのが難しそうな年ですね。

1年をひと区切りで捉えるのは、もうムリな

スピードの世の中なのかもしれません。
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♪

先月私は久しぶりにNYに行って「NYの秋」を

楽しんできました。若い時分は一人で気軽に

行って正味3,4日、ジャズクラブを一晩に何軒

も回って、しかもエコノミークラスで…なんて

強行軍もへっちゃらでしたが、今回はそんな

ことができる歳ではなく、いろんな方のケア

を受けて、ゆっくりしてきました（お世話に

なった方々に、感謝いたしております）。

♪

昔に比べ、在住日本人や親日ミュージシャンも

多くなり、NYがホントに身近な都市になった

と肌で感じました。と同時にNYはエネルギー

の要る街なことを改めて実感。色んな意味で

東京は人に優しい暮らしやすい街だと再認識も

しました。でも、NYが持つこのエネルギーが

ジャズの肥やしなのかもしれません。演奏も

聴くのもジャズはエネルギーが要る音楽です。

つくづく、歳はとりたくないものですね。

♪

私の「身も心もジャズ」という人生に、深く関

わってきたNYですが今回が多分人生最後のNY。

♪New York State of Mind

さっそくですが今号の「You Tube から」です。

ちょうど11年前、2006年の東京公演から。

https://goo.gl/ddzWSO

(音量にご注意ください。広告が入る

場合もありますが、ご容赦ください)
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♪

NYという地名を冠した曲(ご当地ソング？) も

多いですが今号はビリー･ジョエルのヒット曲。

カーメン･マックレーはじめ多くの女性シンガー

がカバーし、ペコちゃん（伊藤君子）も時々

歌うジャズのスタンダード曲…と書こうとして、

私にはちょっと微妙に思えたので話題にします。

♪

ジャズではよく｢スタンダード曲｣と言いますが

お客さまに何曲あるんですか、と聞かれた答も

兼ねて。｢スタンダード曲｣にきちんとした定義

があるわけではなく（ちなみに曲という意味で

ナンバーを使うのは和製英語だそうですよ）

ジャズミュージシャンが好んでよく演奏する曲、

という解釈が私には一番ピンときます。何人に

何年間くらいカバーされればそうなるのとか、

細かなことは言いっこなし。正解もなし。

♪

だって、もともと音楽に分類や境界があるわけ

ではありません。昔、トマトは野菜か果物か、

と言われたことがありました。フランスや台湾

でも主流は果物で、オックスフォード英語辞典

では果物、日本やアジア地域の多くは野菜…

農水省では「実益のない分類は無意味なので

しない」ということらしいです。なるほど。

♪

事件や政治は、アイマイではまずいですが、

スタンダードでも、なくても、いい曲はいい。
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そんな曲を聴きながら今年最後のご案内です。

♪

●12/20 (水)～12/25 (月) は毎年恒例

Happy X’mas Weekです。

クリスマス特別ディナーのサービスと、

当店のCDレーベル[ライブ録音シリーズ]を

ご希望の方にクリスマス・プレゼント !!

https://goo.gl/vZ18iY

Xmas ディナー（要予約）のメニュー

https://goo.gl/iuyTGG

●松岡シェフの12月のお勧めメニュー

https://goo.gl/SaHx3A

パスタセットも12月バージョン

https://goo.gl/ECzSJk

●名曲をカクテルで表現する

佐々木バーテンダーの「One More Drink」

https://goo.gl/p1FvGN

●ライブ中継再開

Twitter の当店のタイムライン上で、ほぼ

毎夜 2nd set のライブ中継を行っています。

https://twitter.com/bodyandsoul_j

●2 nd セットの開始時刻が30分早まって

平日9:30pm～土日 8:30pm ～になっています。

●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…

｢プレミアムなジャズクラブ｣ならでは。

●シェフが作るお食事もバーテンダーが作る

カクテルも本物ですが、それ以上に、出演する
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演奏者が本物なプレミアムなジャズクラブ、

それがBODY&SOUL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(金)

今夜は【BODY&SOUL Special】

寺久保エレナ(as) 里帰りライブ

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

(B)https://goo.gl/rjtnc9

2(土)

ゲストに峰厚介(ts)を迎えて

《村上寛(ds) リーダー クァルテット》

(A)https://goo.gl/M2jTcf

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

3(日) Closed

4(月)

《BS スペシャル クィンテットver.C》

(A)https://goo.gl/P4qwhD

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

5(火)

《福井ともみ セクステット》

(A)https://goo.gl/Zt8Ffe

(B)https://goo.gl/9Uy94R

6(水)

《大口純一郎(pf)リーダークィンテット》

(A)https://goo.gl/1dZfQG
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(B)https://goo.gl/d1hsy7

7(木)

《岡崎正典トリオ》

(A)https://goo.gl/m2TEXV

(B)https://goo.gl/k6YH6c

8(金)

与世山澄子(vo)半年に一度の上京

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

(B)https://goo.gl/o1q4JN

9(土)

【BODY&SOUL Special】

《中村恭士トリオFrom NY

「Home Town」発売記念日本ツアー》

当店2Days Day 1 日本ツアー初日

(A)https://goo.gl/atY2zk

(B)http://u0u0.net/Hbnq

10(日) Closed

11(月)

《若井優也&楠井五月 デュオ》

(A)https://goo.gl/YfvTa3

前回はトリオステージ

(B)https://goo.gl/mTK3Uw

12(火)

《田中菜緒子「I Fall in Love Too Easily」

発売記念ライブ》

(A)https://goo.gl/VYqN6p

ビューティフルデュオでの出演時

(B)https://goo.gl/xQ3gCr
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13(水)

《近藤和彦クァルテット》

(A)https://goo.gl/6sw3L4

(B)https://goo.gl/DjTM3U

14(木)

《ダブルボーカル ナイト》

(A)https://goo.gl/M14Z9e

前回は七夕の夜

(B)https://goo.gl/w86nEQ

15(金)

【BODY&SOUL Special】

NYジャズ界の寵児

《ファビアン・アルマザン&

リンダ・オーFromNY デュオ》

(A)https://goo.gl/AbpxJ3

[プロファイル]

https://goo.gl/Ut6fX9

16(土)

【BODY&SOUL Special】

《中村恭士トリオFrom NY

「Home Town」発売記念日本ツアー》当店2Days

Day 2 日本ツアー最終日

(A)https://goo.gl/AbpxJ3

プロファイル

(B)https://goo.gl/Ut6fX9

17(日) Closed

18(月)

《ビューティフル トリオ》
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(A)https://goo.gl/fYx4Wq

(B)https://goo.gl/bVHt7T

19(火)

《片倉真由子 馬場智章

スペシャルクァルテット》

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

(B)馬場智章さん初出演

20(水)

https://goo.gl/vZ18iY

20(水)

[X'mas week]

アシュトン・ムーア(vo)&

日本在住の外国人メンバーズ

(A)https://goo.gl/rgpE4w

(B)https://goo.gl/7AXyQG

21(木)

[X'mas week]

リレット(vo)《福田重男トリオ》

(A)https://goo.gl/zo2EuA

(B)https://goo.gl/EKM7DK

22(金)

[X'mas week]

《レイモンド・マクモーリン 

リーダークァルテット》

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

(B)https://goo.gl/pdzut7

23(土)

【昼】[X'mas Daytime Special]
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恒例ファミリー・クリスマスデー

グレース･マーヤ(pf,vo)ママ

(A)https://goo.gl/S92cqq

昨年のファミリーXmasはTOKUさん

(B)https://goo.gl/GD81x6

23(土)

【夜】[X'mas week]

グレース･マーヤ(pf,vo)

(A)https://goo.gl/NWp3f7

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

24(日) 

聖夜は、伊藤君子(vo)さんと

(A)https://goo.gl/T4uu1B

(B)https://goo.gl/C6ViKU

25(月)

[X'mas]

《BS スペシャル セクステットver.E》

(A)https://goo.gl/uFc6Qs

(B)https://goo.gl/Aj6Rcn

26(火)

《BIG CATCH》

「Prisoner of Love」発売記念ライブ

フィーチャリング：浜崎航(ts)

(A)https://goo.gl/Z7r5yS

(B)https://goo.gl/5EZfwz

27(水)

《情家みえ｢エトレーヌ｣発売記念ライブ》

情家みえ(vo)《スウィンギー トリオ》
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(A)https://goo.gl/qoYoS7

(B)https://goo.gl/Hv2QkR

28(木)

《フロントページ オーケストラ》

今年最後の定期公演

(A)https://goo.gl/4eiMBe

(B)https://goo.gl/aLdDP3

29(金)Closed

お店のすす払い大掃除＆スタッフ忘年会

30(土)Closed

31(日) 

大晦日 大恒例

【カウントダウン セッション】

★オープン夜9時 1st 9:40~,2nd 11~

M.Charge ￥6,000★お会計は現金のみ

<第1部> 片倉真由子グループ

<第2部> TOKU グループ

(A)https://goo.gl/G8aqNz

(B)https://goo.gl/jBq6P7

●お正月休みは1月4日 まで、

新年は1月5日(金)から演奏開始

-------

◇印はバースマンス・サービスデー

カップルのでお越しの誕生月の方、

お一人様M Charge 半額の他

♪Happy Birthdayの演奏プレゼントなど

●BS通信､前号208号は

https://goo.gl/jgpyGc
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次号210号は新年1月1日配信予定

(200号から月2→月刊配信に変更)

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~)

●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8～10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 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
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♪

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,シェフ松岡

♪

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

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


