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月刊【BODY&SOUL 通信11月号=第208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208号】11/1(水)発行

11月のご案内をお送りいたします。

♪

このBS通信では、いつも世の中の「時の話題」

を書くようにしています。でもこう目まぐる

しく新たな出来事が次々日替わりで登場すると

（隔週から月刊にしたら）すぐに'アナクロ的'

になってしまい（'アナログ'ではありません…

まぁ、似たようなもんですけど）かえって

大変になりました。

♪

それにしても、この一ヶ月いろんな風が吹き

ましたねぇ。当日には台風でとうとう本物の

強風が吹いて…衆議院選挙が終わりました。

最近は様々なメディアで、スキャンダラスに

日々その風向きが分析されて報じられるので

改憲勢力が2/3を超えた結果も、今さら私は

そう驚きではなく、ほぼ想定内の結果でした。

言いたいことは多々ありますが、ヤ党だか

ユ党だかヨ党だか、すぐまた変わりそうで…

♪
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トランプさんの当選、英国EC離脱、最近では

クルドの、あるいはカタルーニャの住民投票…

私はこの頃、投票システムそのものに疑問を

持つようになってきました。ヒトラーだって

選挙で圧倒的に支持されて選ばれた人です。

投票は民主主義の､､､云々なんて書こうと

してたら、9人の死体発覚のニュース…老人

はもう時事問題についていけません。言い

たいことはまたの機会に譲ることにして、

素直にジャズの話題にしたいと思います。

♪

ドラマーにしてシンガーのグラディ・テイト

さんが先月8日、お亡くなりになられました。

享年85。BODY&SOULファミリーのお一人

ですが、来日回数も多く、多分一番よくウチ

に来て楽しんでいかれた方が、彼、グラディ

さんじゃないかしら。

♪

当店六本木時代、ハンク・ジョーンズさんの

トリオで一緒にいらして以来もう35年以上に

なります。日本と日本の食べ物それに何より

日本酒が大好き。お店の常連さんとも親しく

なって、素敵な低音で歌ってくださいました。

メジャーデビュー前の TOKU (vo,flh) さんの

ことを気に入ってよく話されていましたっけ。

楽器と歌、ということで気が合ったのかしら。

♪

晩年はご自身のバンドではもっぱらシンガー
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で歌われていて、ご自分の代わりに選んだ人

が今帰国して大活躍している高橋信之介さん。

小曽根さんのバンドの他ファースト・コール

ドラマーです。第一級ドラマーから選ばれた

ドラマーですから、実力は折り紙付きですね。

♪

You Tube に、こんなものを見つけました。

今号の「You Tube から」はグラディさんの

♪Body And Soul

https://goo.gl/z9wsnA

(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)

NYハーレムにあるジャズクラブ

「Showman's」でジェームス・ゾラー(tp)

さんの誕生日に歌ったとあります。

♪

私はこの歌を聴きながら、この時、きっと

当店のことが彼の頭をよぎっていたに違い

ないと胸が熱くなりました。音質も映像も

良くありませんが…また一人素敵なミュージ

シャンがあの世に召されてしまったことを

惜しんであえてとりあげました。あの素敵

な声を偲びながら、11月のご案内です。

♪

●松岡シェフの晩秋11月のお勧めメニュー

https://goo.gl/rLh4PH

パスタセットも11月バージョン

https://goo.gl/YdL7Yn
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●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。

●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 ～になリました。

●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

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(水)

今夜はチャーミングな

《栗林すみれトリオ》

(A)https://goo.gl/DX1z7E

(B)https://goo.gl/ih1989

2(木)

《２トロンボーンスペシャル》

向井滋春＋アレン・ハーマンFrom NY

(A)https://goo.gl/6qbTo8
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(B)https://goo.gl/qW3ZRh

3(金)

久～しぶりの《BASS TALK》

(A)https://goo.gl/3PSZwr

(B)http://ur0.work/GHz7

4(土)

【BODY&SOUL Special】

《ウィル・ヴィンソン トリオ》

(A)https://goo.gl/8BikCX

[プロファイル]

https://goo.gl/84ePSL

5(日) Closed

6(月)

【BODY&SOUL Special】

《大野俊三(tp) From NY》

(A)https://goo.gl/wUA398

(B)https://goo.gl/PYBjL7

7(火)

マヤ・ハッチ(vo)をゲストに迎え

《ジェイ･小濱･池田 セクステット》

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

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

8(水)

《守屋純子セクステット》

(A)https://goo.gl/7pCnW9

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

9(木)

アルバム大好評 情家みえ(vo) ◇
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(A)https://goo.gl/LEWXzq

(B)https://goo.gl/pDMA7A

10(金)

幅広い人気当代随一 TOKU(vo,flh)

(A)https://goo.gl/Y9NBAc

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

11(土)

《井上智バースデーライブ》

(A)https://goo.gl/C5wMt8

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

12(日) Closed

13(月)

《アルバム発売記念ライブ》

西藤ヒロノブクァルテットFrom NY

(A)https://goo.gl/QP9FRH

(B)https://goo.gl/f42wka

14(火)

《田窪寛之トリオ》

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

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

15(水)

《南青山六丁目楽団》セクステット

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

(B)https://goo.gl/UZyHV8

16(木)

《佐藤ことみクィンテット》

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

(B)https://goo.gl/UB9hmm
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17(金)

《木住野佳子トリオ》

(A)https://goo.gl/uK5CnF

(B)https://goo.gl/EM5kbp

18(土)

《ギラ・ジルカ Jazz Essentials》

(A)https://goo.gl/3Ah6PR

(B)https://goo.gl/RJCiT9

19(日) Closed

20(月)

《スウィンギー トリオ》

(A)https://goo.gl/fvxq92

(B)https://goo.gl/RgVD6p

21(火)

増尾好秋(g) From NY

(A)https://goo.gl/aCyq3q

(B)https://goo.gl/BaV4Am

22(水)

《片岡雄三クァルテット》

(A)https://goo.gl/EXj18R

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

23(木)

《椎名豊トリオ》

(A)https://goo.gl/Gcr9sU

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

24(金)

伊藤君子(vo)

(A)https://goo.gl/UADcD3
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(B)https://goo.gl/C6ViKU

25(土)

《高澤綾クィンテット》

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

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

26(日) Closed

27(月)

《ビューティフル トリオ》

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

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

28(火)

《US 3》トリオ中村健吾(b) ◇

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

(B)https://goo.gl/2ygfuY

29(水)

《類家心平 クァルテット》

(A)https://goo.gl/NcCo6v

(B)https://goo.gl/tXWxL7

30(木)

《レイモンド・マクモーリン クィンテット》

(A)https://goo.gl/Wo5zYD

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

-------

◇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207号は



_9_

https://goo.gl/6VLvHE

次号209号は12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。
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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,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

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


