
月刊【BODY&SOUL 通信】第216号=7~8月号

(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(中旬)発行になりました。

--------

お暑うございます。

いつも BODY&SOUL にご来店いただき

ありがとうございます。

月刊【BS通信 第216号】7/15発行、

7~8月中旬のご案内をお送りいたします。

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。

♪

西日本の豪雨災害、被災された方々には心から

お見舞いとお悔やみを申しあげます。

実は、当店に時々出演しているシンガー J さん

のご実家が愛媛県宇和島市にあり、家が水没

したようですが、ご両親の命には別状なかった

ようでとりあえず安心しました。でもご高齢で

元の暮らしがもどるのには、これからが大変の

ようです。九州や西日本には、当店の昔からの

常連さんも多く、本当に他人事ではありません。

♪

河川の氾濫や、土砂崩れの映像を見ましたが、

改めて、自然の力は凄まじいですね。ほぼ同じ

所に数日間、梅雨前線が停滞したことが原因だ



そうですが、その原因は偏西風の蛇行だそうで、

そのまた遠因がこの冬のラニーニャ現象だとか。

先々月でしたか、この現象が収束したとの発表

が気象庁からありましたが、この冬が寒かった

のも豪雨明けのこの猛暑もその関係かしら…。

♪

海水面の温度が平年より下回るラニーニャ現象

は海水温が高くなるエルニーニョ現象の2,3年

後に起きることが多く、赤道付近を偏西風とは

逆に吹く貿易風のいたずらだとか…でも発生

メカニズムは分かっていないようで、早い話、

原因不明。「日本で蝶が羽ばたくとアメリカで

ハリケーンになる」といわれるほど気象現象は

複雑らしく、解明や予報はまだまだのようです。

♪

さっそく内閣官房サイトに「国土強靱化計画」

が発表されました。安倍政権て、機を捉えて

ネーミングするのが上手ですね。でも豪雨の

当日に宴会をやってた、と物議を醸しています。

機を捉えて催された訳ではないでしょうが、

政治家の先生方に言わせるとこれも「想定外」

だったようです。土木工事や予報技術などへの

対応より意識を変えるのが先かもしれませんね。

♪

さて「今号の You Tube から」は

♪Misterioso (ミステリオーソ)

https://goo.gl/kci3Kh

「神秘的」という意味のイタリア語で音楽用語



らしいですが、往年のジャズファンにはお馴染み、

この「キリコの絵のジャケット」も素敵でした。

★

LPレコードがCDになってから、安価にお手軽に

アルバムがリリースできるようになったのは

いいことだとは思いますが、ジャケット自体の

魅力や、欲しくなるジャケが少なくなりました。

そんな昨今のアルバム事情に、ちょっと抗って

当店の新レーベル「BSJS」(=BODY&SOUL

Jazz Support) レーベル群のリリース開始です。

ユニークでおしゃれな｢特製ゴムバンド付き｣が

トレードマーク。きっと持ってたくなリますよ。

近々、当店ウェブサイトのマイナーリニューアル

で詳しくご案内致しますが…その先行案内です。

（ウェブサイトがまだβ版です、ご了承下さい）

http://bs.jazz-support.com

♪

当店にはこれまで多くの来日ミュージシャンが

訪れていますが、その先駆け的存在が、この

「Misterioso」に参加しているドラマー、

ロイ・ヘインズ(ds)さん。当店が新宿百人町で

産声を上げた時からのおつきあい。もうご高齢

ですが お孫さんがマーカス・ギルモアさんで、

当店にも何回か出演され、大活躍されています。

♪

懐かしいアルバムのジャケットの絵を見ながら

7月～8月の出演者のご案内です。

(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。

♪7月-------

15(日) 今夜は

《土岐英史リーダー クィンテット》

(A)https://goo.gl/xZNjy6

(B)https://goo.gl/CLPqi7

16(月)

《デイビット・ネグレテ クァルテット》

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

(B)https://goo.gl/KY5UkM

17(火) Closed

18(水)

《増原巌 OMD》One More Drink

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

(B)https://goo.gl/9Ly8rK

19(木)

《南青山六丁目楽団》セクステット

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

(B)https://goo.gl/G1Kb4Z

20(金)

《類家心平クァルテット》

(A)https://goo.gl/NpZSm6

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

21(土)

《グレース･マーヤ 弾き語りトリオ》

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

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



22(日)

TOKU(vo,flh)

(A)https://goo.gl/Ysyu3j

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

23(月)

《田窪寛之 トリオ》

(A)https://goo.gl/EscH2j

(B)https://goo.gl/j8o3j2

24(火)

《岡崎ブラザーズ クィンテット》

(A)https://goo.gl/Cjk7xt

(B)https://goo.gl/P5zf6f

25(水)

《山田拓児 FOLKLORE》

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

(B)https://goo.gl/tDBM3F

26(木)

《国立音大ジャズ専修科4年グループ》

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

(B)https://goo.gl/UdKv2p

27(金)

伊藤君子(vo)

(A)https://goo.gl/LDCL9S

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

28(土)

《井上智 ギター クァルテット》

(A)https://goo.gl/6yJ87M

(B)https://goo.gl/EfY5B7



29(日) Closed

30(月)

《福田重男トリオ》

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

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

31(火)

《SK 4》クァルテット

(A)https://goo.gl/45JC2V

(B)https://goo.gl/U2dBJv

8月-------

1(水)

《キューバン・ナイト》

「ドス・ソネス・デ・コラソネス」

「Tokyo Son トリオ」

TOKU(vo,flh)

(A)https://goo.gl/xXdnG6

(B)当店初登場

2(木)

《ハクエイ・キム リーダークァルテット》

(A)https://goo.gl/dXC79t

(B)https://goo.gl/WzWvB5

3(金)

《中井勉リーダークァルテット》

中井勉(g) from NY

(A)https://goo.gl/UtM9Rg

(B)https://goo.gl/GpVu86

4(土)

情家みえ(vo)



(A)https://goo.gl/y5DVti

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

5(日) Closed

6(月)

《BIG CATCH》

フィーチャリング：浜崎航(ts)

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

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

7(火)

アシュトン・ムーア(vo)

(A)https://goo.gl/Cj4Si5

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

8(水)

【BODY&SOUL 44th Birthday】

《守屋純子セクステット》

(A)https://goo.gl/mvhj5v

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

9(木)

ウィリアムス浩子(vo)

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

(B)https://goo.gl/ot8SFf

10(金)

チャリート(vo)

(A)https://goo.gl/V5NJCr

(B)https://goo.gl/wbt6sn

11(土)

TOKU(flh,vo)

(A)https://goo.gl/oZ22FV



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

12(日) Closed

13(月)

《栗林すみれトリオ》

(A)https://goo.gl/WH4KZa

(B)https://goo.gl/U2Y4dq

14(火)

《椎名豊トリオ》

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

(B)https://goo.gl/P1v4aJ

15(水)

《デイビッド・ネグレテ

クァルテット》

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

(B)https://goo.gl/KY5UkM

16(木)

《ビューティフル トリオ》

(A)https://goo.gl/GuHx44

(B)https://goo.gl/E4jQWC

17(金)

《中村健吾 meets

ジェブ・パットン from NY》

(A)https://goo.gl/Kzy9cg

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

18(土)

《SK 4》

(A)https://goo.gl/56FLeP

(B)https://goo.gl/U2dBJv



19(日)

【BODY&SOUL Special】

《マイケル・ディーズ&守屋純子》

スーパークィンテット》

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

(B)当店初登場

--------

●松岡シェフの今月のお勧めメニュー

夏日には夏野菜の煮込みラタトゥイユ、

フランスはニースの郷土料理です。

https://goo.gl/bjLjtT

パスタセットも夏バージョン

https://goo.gl/16meLp

●佐々木バーテンダーの

今月の「One More Drink」

文豪ヘミングウェイの愛したカクテル

https://goo.gl/eQ8EPR

●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215号は

https://goo.gl/VQYEMc

次号217号は8月20日配信予定

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

→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~)



♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


