
月刊【BODY&SOUL 通信】第218号=9-10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。

月刊【BS通信 第218号】9/17発行、

9~10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。

♪

皆さま三連休をいかがお過ごしですか。

天高く、すじ雲が深まりゆく秋を予感させます。

長月(ながつき)9月。もう秋の夜長の季節ですね。

陽が落ちるのも早くなり、猛暑だの暴風雨だの

不評を買った夏でしたが、終わるとなるとどこ

となく少し寂しいですね。

♪

相変わらずいろんなパワハラがマスコミを賑わ

しています。自民党の総裁選も、二人の候補者

も代わり映えせず「なんですかねぇ～」…

来週24日は中秋の名月。秋の夜長に相応しく、

肩の凝らないロマンチックな夜の話題にしま

しょう（誤解なきよう、正確には「夜空」の

話題です）といっても私は全くの門外漢です。

以下はネットで調べた情報と、星空や宇宙に

詳しい人から聞いた受け売り話（悪しからず）



♪

秋の夕陽は「つるべ落とし」、みるみる暗く

なっていく西の空に「一番"☆"見～つけたー」

…金星です。英名ヴィーナス、愛と美の女神。

全天で一番明るく輝く星。「宵の明星」です。

そもそも「明星」とは、明るく輝く金星のこと。

いまごろが最も明るくなる時期で、見頃だそう。

♪

ご存じと思いますが金星は、地球のすぐ内側で

太陽の周りを巡り、見かけ上、太陽に先行して

見える時期と後行して見える時期があり、太陽

より遅れる時期が「宵の明星」になるわけです。

今年は3月～9月が「宵の明星」もうすぐ11月頃

から夜明け前の「明けの明星」になるそうです。

♪

金星が沈んで夜8時頃、夜空の風景はまだ夏の

星座が輝いています。夏から秋への移行期で、

星などほとんど見えない都内の明るい夜空でも

明るい3つの星が見えます。「夏の大三角」と

言われ夜空に大～きな三角形を作っています。

一番北に光る星が琴座のベガ（七夕の織姫星）

右（東）の方に、わし座のアルタイル（彦星）

西のほうで光っているのが、白鳥座のデネブ。

ちなみに、この3つはアラビア語だそうです。

♪

「夏の大三角」が西に傾いていくと、秋の星座

が輝きはじめますが、秋は明るい星が少なくて、

ちょっと寂しげだとか。賑やかで派手なまるで

夏の海辺のような星空と、ススキの野原に似て

なくもない秋の星空。上の方まで秋は何となく

物悲しい。そういえば郷愁や哀愁の「愁」って、



秋の心ですものね。秋の物悲しさ・寂しさは、

日照時間や気温の減少が人間の生理に影響する、

という研究もあるとか…。

♪

秋の夜長です、いろんな秋を楽しんで下さい。

ライブジャズを楽しむ秋の夜長も、忘れずに、

宵の明星を見ながら散歩がてらお越し下さい。

「今号の You Tube から」は、

♪When You Wish Upon a Star（星に願いを）

https://goo.gl/m7YscE

ディズニー映画「ピノキオ」の主題歌ですが、

ジャンルを問わず世界中でカバーされています。

北欧ではクリスマスソングになっているとか。

♪

ジャズの世界でも多くのシンガーや演奏家が

カバーしていますがバースから歌われることは

少ないようです（バース＝曲の冒頭に配される

序奏部分、歌の真意が端的に表現されている）

そのバースのあるものを見つけました。

ビリー・ジョエルでどうぞ。

当店のライブでこの曲はあまり聴きませんが

関連曲？ としてウェイン・ショーターの

♪Pinocchio が時々演奏されます。

以下

(A)はその日の｢Kyoko のコメント欄｣に

(B)は前回出演時の｢レポートブログ欄｣に

リンクしています。

♪

9月-------------

18(火) 

連休明けの明日は情家みえ(vo)さん



スタンダード曲を素直に熱唱

(A)https://goo.gl/ork9oN

(B)https://goo.gl/o2cJVF

19(水)

《SK 4》クァルテット

ライブならではの楽しさ

(A)https://goo.gl/GEw3yo

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

20(木)

《レイモンド・マクモーリン 

クァルテット》

(A)https://goo.gl/atU5Dp

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

21(金)

《椎名豊トリオ》

(A)https://goo.gl/RKv2Ew

(B)https://goo.gl/9dF6Ac

22(土)

《ミチ・フジ トリオ》

ミチ・フジ (vln) from NY

(A)https://goo.gl/FJc3KH

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

23(日) 

TOKU(flh,vo)

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

(B)https://goo.gl/p6GXg1

24(月)

【BODY&SOUL Special】

スウェーデンの歌姫再来日

《イザベラ・ラングレン》

(A)https://goo.gl/yss7fu



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

25(火)

《ひかり＆紗理》

(A)https://goo.gl/MgA9qv

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

26(水)

《山田拓児 FOLKLORE》

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

(B)https://goo.gl/xUKd7S

27(木)

《近藤和彦クァルテット》

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

(B)https://goo.gl/CMSpC8

28(金)

伊藤君子(vo)

(A)https://goo.gl/9R9K1D

(B)https://goo.gl/o6kzzv

29(土)

【BODY&SOUL Special】

《ランディ・イングラム＆

マット・ブルーワー デュオ》

(A)https://goo.gl/yR8T7n

[プロフィール]

https://goo.gl/iCQ5mD

30(日) Closed

10月-----------------

1(月)

《片倉真由子リーダークィンテット》

(A)https://goo.gl/H5HyHB

(B)数少ないクィンテットでリーダー出演

2(火)



【BODY&SOUL Special】

《｢ウラジミール･シャフラノフ meets 楠井五月｣

Live at BODY&SOUL アルバム発売記念ライブ

ウラジミール・シャフラノフ(pf)

From Finland

(A)https://goo.gl/9S4h9m

3(水)

《田中菜緒子トリオ》

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

(B)初リーダートリオ出演

4(木)

《SK 4》クァルテット

(A)https://goo.gl/5W1fst

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

5(金)

ウィリアムス浩子(vo)

(A)https://goo.gl/5xd9q1

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

6(土)

《田谷紘夢 弾き語りトリオ》

with 小林千夏(as)

(A)https://goo.gl/ATt92N

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

7(日) 

《2ペット クィンテット》

(A)https://goo.gl/M5RW6m

(B)https://goo.gl/k6BZxe

08(月)

《ミシェル・レイス from NY》

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

(B)https://goo.gl/bxf1EB



09(火)

《福田重男トリオ》

(A)https://goo.gl/udY5af

(B)https://goo.gl/d6Ayn9

10(水)

《敦賀明子 FromNY 里帰りツアー》

ハモンドB3のオルガンジャズ

(A)https://goo.gl/SfdVT8

(B)https://goo.gl/JE9GrX

11(木)

《佐藤ことみ クィンテット》

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

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

12(金)

《井上智 ギター クァルテット》

前回（8月）は台風により臨時休業

(A)https://goo.gl/EnXHi4

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

13(土)

【BODY&SOUL Special】NY最前線のジャズ!!

《チャールズ・アルトゥーラ トリオ》

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

[プロフィール]

https://goo.gl/QtZP3W

14(日) Closed

--------

●松岡シェフの9月のお勧めメニュー

https://goo.gl/mL5og4

パスタセットも秋バージョン

https://goo.gl/irZfc8

●佐々木バーテンダーの



9月の「One More Drink」

https://goo.gl/Vcftp7

●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217号は

https://goo.gl/ZAV5p5

次号219号は10月15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

ほぼ毎夜、ここ2nd セットをライブ中継

→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~)

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


