
隔週刊【BODY&SOUL 通信】9月後半=第188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にご来店いただき

ありがとうございます。

【BS通信第188号】9/16(金)発行

9月後半のご案内をお送りいたします。

♪

日没も早くなり肌寒い朝があったり…

もうすぐ秋のお彼岸ですね。

「つるべ落としの秋の陽の…」つるべ

と言っても若い方には想像できないで

しょうけど…私の若い頃の田舎では

まだ見かけました。時代劇によく出て

くる、ほら、穴をほった井戸から水を

くみ上げる、滑車で釣った桶が釣瓶。

♪

手を離すと勢いよく水面まで落ちる様

に例えたものですが、実際、天文学的

にも秋は太陽の鉛直方向の移動が速い

そうです。昔の人はそれを肌で感じて

表現したのですね。釣瓶打ち（撃ち）

とかも同じ。こういう表現はだんだん

廃れるでしょうけど…残したいですね。

まぁ、若者には「とりま」はかなり

一般的なようですが「エッ？何」の人

「昭和ですね」と言われるようですよ。

♪

昨日、民進党の党首が決まりました。

都知事に続き女性です。米国大統領

も女性になりそうだし英国でも台湾



もドイツも北欧も…世界には女性の

リーダーがほんとに多くなりました。

♪

カナダでは閣僚の半数以上が女性で

組閣後に、聞かれたトルドー首相は

答えたそうです「だってもう2015年

ですよ」聞くほうがヤボでしたね。

（余計なことですが）そのトルドー

首相って若くイケメンでカッコいい

ですねぇ。何でも元ボクサーで、

マッチョ体型でもあるそうで…

♪

私は、特に支持政党があるわけでは

ありませんが、客観的に見て、一強

多弱と言われる今の日本の政治権力

のありかたは、好ましく思いません。

その意味で（女性だからではなく）

蓮舫さんには頑張って欲しい。小池

さんも今、随分頑張ってることだし。

他に国籍があったっていいじゃない。

アメリカじゃごく普通です。だって

もう2016年ですから。

♪

ジャズの世界でも最近は女性奏者の

活躍が目覚ましいですね。もともと

女性ジャズピアニストの活躍の歴史

は比較的古いのですが、最近は特に

フロント奏者はじめベーシストや

ドラマーも多くなってきて当店でも

コンボを率いる女性ミュージシャン

が珍しくありません。だってもう

2016年ですから。



♪

つるべ落としに陽が落ちて、夜の帳

(とばり)が訪れると頭のどこからか

ジャズ・バラードが聴こえてきます。

秋はちょっとセンチになりますよね。

「秋なんだから仕方ないじゃない」

と歌う秋の定番、

♪' Tis Autumn（It is の省略形）

「今号の You Tube から」です。

https://goo.gl/ESrw2I

(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)

♪

ジャズボーカル御三家と言われる

エラ、サラ、カーメン。

来年は生誕100年になるその故エラ・

フィッツジェラルドの歌でどうぞ。

ジャズボーカルの世界はハナから

女性全盛ですが、そろそろ男性が

半数…になってもおかしくありま

せんね。だって2016年ですもの。

★訂正お詫び：

前号で話題にした調布の「ライブ・

アンダー・ザ・スカイ」には

コルトレーンは来ていません。

もうとっくに亡くなっていたのに…

私がコルトレーンを聴いたのは厚生

年金ホールでした。最近特に勘違い

とか記憶が曖昧でひどくて困ります。

私、認知症の兆候かしら…と心配で

先日CTスキャンしてもらったら

脳は少～し小さくなっているけど



これは老人に一般的だから心配ない、

と言われたんですけどねえ…。

（まぁ、元々小さい脳ですから）

★

【BSスペシャルイベント】

9/23 伊藤君子+小曽根真デュオ

http://goo.gl/OyyM4F

9/24 小曽根真トリオ

http://goo.gl/ERDGuJ

ご予約受付開始したら、9/24は受付

開始当日にソールド・アウトでした。

さすが世界の小曽根真さん。凄い。

9/23も翌日に満席。小曽根さんの

バッキングピアノなんてめったに

聴けませんからね。ペコちゃんの

円熟の歌も至高の輝きを放ちます。

♪

そんな特筆すべきイベントも楽しみな

9月後半のご案内です。

(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。

♪

16(金) 今夜は

【BODY&SOUL Special】Day 1

新星現る！とNYで話題の新世代歌手と

若き天才ピアニストとのデュオ

カミラ・メザ(vo,g)シャイ・マエストロ(pf)

(A)http://goo.gl/IVTauC

(B)http://goo.gl/ZpwbmD

(B)http://goo.gl/FvMIde

17(土)



Kengo Nakamura presents

《ミュージカル ナイト》

オペラ界で活躍するシンガーたち

滅多に聞けない楽しいステージ

(A)http://goo.gl/04bnVV

(B)http://goo.gl/er1ey5

18(日) 

【BODY&SOUL Special】Day 2

新星現る！とNYで話題の新世代と

若き天才ピアニスト、その第2日

(A)http://goo.gl/5G8jWg

(B)http://goo.gl/ZpwbmD

(B)http://goo.gl/FvMIde

19(月) Closed

20(火)

ギター界の大御所が実力派の

若手を集めた井上智クァルテット

(A)http://goo.gl/EmmIpY

(B)http://goo.gl/oQbo2t

21(水)

ウラジミールさんのピアノは

流れるような叙情的なピアノ

北欧ジャズの先駆者率いるトリオ

(A)http://goo.gl/CtWyKY

(B)http://goo.gl/74KdaV

22(木)

《BSスペシャル セクステット》

日本のジャズシーン最前線で

活躍する一流ばかりが組んで

ストレートな説得力のジャズ

(A)http://goo.gl/R3hFZT

(B)http://goo.gl/of7ufU



23(金)

【BS スペシャル イベント】 Day 1

《伊藤君子 古希祝いスーパーデュオ》

伊藤君子(vo) 小曽根真(pf) デュオ

(A)http://goo.gl/OyyM4F

24(土)

【BS スペシャル イベント】Day 2

《小曽根真トリオ》

(A)http://goo.gl/ERDGuJ

25(日) Closed

26(月) ♡

《ビューティフル デュオ》

チャーミングで華のある二人

美しい容姿に似合わず正統派の

ジャジーな素晴らしいジャズ

(A)http://goo.gl/hjzv54

(B)http://goo.gl/j4i0Pc

27(火) ♡

メロディもリズムも耳によく

馴染むジャズは女性人気も高い

叙情的な福田ピアノトリオサウンド

(A)http://goo.gl/T0HrXt

(B)http://goo.gl/t15jF5

28(水)

音がジャズしているテナーの響き

ストレートに入り込んで来る説得力

レイモンドさんのリーダーコンボ

(A)http://goo.gl/uYrzHJ

(B)http://goo.gl/aB7YeE

29(木)

NYから仲間を連れて2年ぶりの

日本ツアーで熱演が大いに期待



タクマ・ブラッドリー セプテット

(A)http://goo.gl/fPTOxX

(B)http://goo.gl/ATSZqp

30(金)

最近はギラ山ジルカさんとして

日本の歌もジャジーに聴かせて

くれる楽しいジャズナイト

(A)http://goo.gl/qbEjfr

(B)http://goo.gl/YwUZGs

-----

●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。

♡印はバースマンス・サービスデー

http://goo.gl/5CtN6X

○松岡シェフの9月のお勧めメニュー

http://goo.gl/H5cl8o

9月バージョンのパスタセット

http://goo.gl/78ZXTy

○【BS通信】次号配信予定は10月1日

前号187号は

http://goo.gl/cr2kkr

全てのバック・ナンバーは

http://goo.gl/zsLXmn

○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~)

○事前には「デイリーコメント」

事後には「デイリーレポート」

「大人のジャズクラブ」ならでは。

http://goo.gl/LwRfFw



○拙著「身も心もジャズ」まだの方はぜひ。

http://is.gd/BwZwe2

○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

○USTREAM では毎夜 2nd set の

ライブ中継を配信しています。

http://www.ustream.tv/channel/body-and-soul-live

○インターネットラジオのハイレゾ放送

【BODY&SOUL A Wonderful Jazzy Night】

火曜と土曜、夜9:30～放送中です。

http://goo.gl/tUE3wK

○お電話でのご予約は

TEL.03-5466-3348(５pm~)

★土・日・祝日のステージは

Open 8:00 1st.19:00/2nd.20:45

料金システム等ご案内は

http://goo.gl/g4YcqZ

♪

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,松岡シェフ

♪

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



♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


