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月刊【BODY&SOUL 通信】6月号=第203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202号】6/1(木)発行

6月のご案内をお送りいたします。

♪

昭和の時代は一斉に通学や通勤風景が変わり、

あ、季節が変わったわ、なんてそれなりの

季節感がありました。今日は6月1日、そう

「衣替え」です。最近は時期も名称も変わり

「クールビズ」ですか…いろいろが機能重視

の感じで昭和世代としては…味気ないですね。

♪

梅の実が熟す頃の長雨「梅雨」…今朝もグズ

ついたお天気ですが、東京の梅雨入りの平均

は6月8日、そろそろなのですね。でも最近は

「梅雨入り宣言」はなく、秋になって梅雨が

終わってから、あの時が梅雨入りだった、と

確定され発表されるんだとか。まぁ、正確

には違いないでしょうけどねぇ…。

♪
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「梅雨入りしたのに晴れてるじゃないか」と

クレームが殺到したことがあったらしく…。

（おバカなクレーマーにも困ったものですが）

気象庁は、いま話題の文科省所属だと思って

いましたが、国交省だそうで。いずれにしろ

「事なかれ主義」を信条とする方々。権限や

権力を持っている人ほど、権力の意向や圧力

に弱く「忖度」が行き届くのかもしれません。

辞職した某元事務次官の一矢に拍手しつつ、

現役の時に言ってくんなくっちゃねぇ…。

♪

雨の季節で思い出しました。いつだったか、

激しいゲリラ豪雨の時、私の孫のレイくんが

傘をさしてもビショ濡れになるので、大喜び

で雨とたわむれて遊んでいました。子供って

雨が大好きですよね。そのとき思いました。

雨が嫌いになったときが彼が大人になる日、

なのかなぁ、と。

♪

○○殺すにゃ刃物はいらぬ雨の三日も降れば

良い…客商売をやっていると、雨はいろんな

意味で歓迎できません。特にピアノの鳴りが

悪くなるのでケアが大変。でも私は雨自体は

そう嫌いではありません。雨には、人の心を

優しくする力がある、と信じているからです。
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♪

キリスト教やイスラム教が、仏教に比べて

激しい教義でどこか非妥協的だと感じるのは

雨の少ない乾いて殺伐とした大地に生まれた

からではないか。仏教が寛容なのは雨の多い

湿った地域に生れ育ったせいかもしれないと。

調べたわけではありませんが雨の日には喧嘩

も少ないかもしれません。離婚調停は梅雨時

に行うことをお勧めします（ナンテ）

♪

ちなみに、梅雨明けの平均は7月20日ごろ。

これから1ヶ月ほど湿った日々が続きますが、

雨には雨のいいところもある。

雨には雨のジャズもある…。

「今号の You Tube から」は

♬ Here's That Rainy Day

https://goo.gl/j9rXay

（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）

フレディ・ハバードのこれは珍しいしっとり

柔らかなフリューゲルホーンでどうぞ。

名盤「ストレート・ライフ」から。

♪

故フレディさんは六本木時代よく立ち寄って

くださいました。やってくると何かというと
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ヘンなイントネーションで鼻歌交じりに

「ワタシはアナタをアイします～」が口癖の

とっても陽気な方でした。バックに薄く

ジョージ・ベンソンさんのアコースティック・

ギターが流れています。ベンソンさんも良く

覚えています。若い頃はスリムな方でしたが…

-----

これからの雨の日々を、BODY&SOULで、

楽しくお過ごしください。では今月のご案内、

まずはお料理とお酒のお勧めメニューから。

◉

松岡シェフの6月初夏のお勧めメニューです。

https://goo.gl/k7wkR9

パスタセットも夏の香り

https://goo.gl/fP4tE0

◉

他とは一味違うプロフェッショナルな

佐々木バーテンダーの季節のカクテル、

One More Drink は「ラビアンローズ」

「モヒート」も増々大好評

https://goo.gl/ZO5eX8

◉

出演する演奏者はもちろんお食事も 

お酒も､つねに本物を目指している 

プレミアムなジャズクラブです。 
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(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(木)

今夜は1年ぶりのリーダー出演

《ジーン･ジャクソン トリオ》

(A)https://goo.gl/N8QSXM

(B)https://goo.gl/5sy8O5

2(金)

人気者のシャンティ(vo)

(A)https://goo.gl/sfcZ13

(B)https://goo.gl/Zw4Hb6

3(土)

《守屋純子セクステット》

(A)https://goo.gl/l3P7tu

(B)https://goo.gl/0Nmzqf

4(日) 

【BODY&SOUL Special】

大野俊三(tp) & NY Friends

(A)https://goo.gl/nos68O

(B)https://goo.gl/1hfheh

5(月)

情家みえ&石井彰 デュオ

(A)https://goo.gl/xDbV7g
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(B)https://goo.gl/PPBuUk

6(火)

岸田恵士(ds)ゲスト:増尾好秋(g)

(A)https://goo.gl/Ryg1Rf

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2013&mon=11#2211

7(水)

《楠井五月リーダークァルテット》

(A)https://goo.gl/6XnLt8

(B)https://goo.gl/YW5X5f

8(木)

《南青山六丁目楽団セクステット》

(A)https://goo.gl/03rFwa

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

9(金)

《類家心平リーダークァルテット》

(A)https://goo.gl/OkdgJ9

(B)https://goo.gl/ve74QS

10(土)

エンターティナー

ギラ・ジルカ(vo)

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

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

11(日) 

木住野佳子(pf)欧州でも活躍中

(A)https://goo.gl/Wt74WO
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(B)https://goo.gl/TWgDt8

12(月)

《松島啓之クァルテット》

(A)https://goo.gl/Z92h06

(B)前回4月のステージ

13(火)

《BSスペシャルセクステット》

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

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

14(水)

《増原巌 OMD》One More Drink

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

(B)https://goo.gl/lu1eHz

15(木)

《スウィンギー トリオ》

(A)https://goo.gl/NG0u7R

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

16(金)

【BODY&SOUL Special】

スウェーデンの歌姫

イザベラ・ラングレン(vo)

(A)https://goo.gl/D6wLNT

(B)https://goo.gl/MeCNP8

17(土)

沖縄から与世山澄子(vo)
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(A)https://goo.gl/SPgl9r

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

18(日) Closed

19(月)

(A)https://goo.gl/q9AnX9

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

20(火)

なら春子(pf) from NY

(A)https://goo.gl/fEiOa9

(B)https://goo.gl/gQ9UsT

21(水)

久々の当店平田文一(pf)

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

22(木)

《福井ともみクィンテット》

(A)https://goo.gl/op5AQB

(B)https://goo.gl/De8OzB

23(金)

「Kimiko Sings HIBARI」

が大好評の伊藤君子(vo)

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

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

24(土)

《グレース･マーヤ誕生日ライブ》

(A)https://goo.gl/7rMXun
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(B)https://goo.gl/N5LsJN

25(日) 

【BODY&SOUL Special】

ジャン・ミシェル・ピルク

ソロピアノ ライブ

(A)https://goo.gl/HzH4xG

(B)https://goo.gl/1IxILj

26(月)

田窪寛之(pf)若手トリオ

(A)https://goo.gl/C6Djvm

(B)https://goo.gl/foh5P4

27(火)

《椎名豊リーダートリオ》

(A)https://goo.gl/yRKOz0

(B)https://goo.gl/t1HOXT

28(水)

新譜そろそろリリースか

TOKU(vo,flh)

(A)https://goo.gl/qgEC2X

(B)https://goo.gl/Rcg7Nj

29(木)

《フロントページオーケストラ》

2ヶ月に一度の定期公演

(A)https://goo.gl/h7SXW7

(B)https://goo.gl/SDSVl5
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30(金)

【BODY&SOUL Special】

寺久保エレナ(as)里帰りツアー

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

(B)http://203.211.165.166/cgi-bin/bsoulcal.cgi?year=2014&mon=1#2261

○

BS通信､前号201号は

https://goo.gl/RS3Bi3

次号203号は7月1日配信予定

(200号から月２→月イチ配信に変更)

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~)

●事前に｢デイリーコメント｣を､

事後には｢デイリーレポート｣を楽む

｢プレミアムなジャズクラブ｣ならでは…
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●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】

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

●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。

-----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
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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

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


