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月刊【B&S通信】第243号＝10~11月号

(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 を

ご贔屓いただきご来店ありがとうございます。

月刊【BS通信 第243号】10/16(金)発行

10~11月のご案内をお届け致します。

-----------

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。

★この delivery＠~は配信専用です。

♪

秋深し…七十二候は菊花開（きくのはなひらく）

毎年今ごろになると菊まつりや菊人形の催しが

各地で行われます。今年はコロナで例外ですが

秋といえば菊。そう言えばパスポートの表紙も

菊でした。天皇家の紋章も菊。でも実は日本の

国花として公式に定められてはいないようです。

広辞苑で「国花」を見ると「桜｣｢菊」となって

います。国旗と違ってきちんと定めている国は、

そう多くはないようですが。

♪

秋深し隣は…米国の国花も歴史は浅くレーガン

大統領の時に公布された「バラ｣。その時 発表

された場所はもちろん、最近テレビによく出て

来るホワイトハウスの「ローズガーデン」です｡

そう、トランプ政権内にコロナウィルスの感染

者が拡大することになった、とされる中庭です。
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次号の BS 通信の配信日は、さてどなたがこの

中庭に立っているのか…楽しみですね。

♪

秋深し…菅政権が発足してちょうど1ヶ月です。

安倍政権を踏襲し、強権的に物事を進める手法

は色濃く受け継がれています。それが行政改革

に向けられているうちは私も大賛成なのですが…

日本学術会議の任命拒否についても安倍政権の

レガシーは「総合的 俯瞰的に」踏襲されている

らしく、相変わらず説明しようとなさいません。

自分らと異なる意見を排除しようとする権力は、

いずれ様々な形のメディア・言論に向けられ、

やがて国民に…気づいた時にはすでに遅し…。

♪

秋深し…蛇足ながら、

松尾芭蕉が「奥の細道」の旅の最後に詠んだ句

は「秋深き隣は何をする人ぞ」だったそうです。

その二週間後に亡くなった時は51歳だったとか。

天高く、青い空が「つるべ落とし」にみるみる

暗くなる秋の夜空に月はとてもよく似合います。

今宵は新月ですが、秋の月が綺麗に見えるのは

「春のおぼろ月夜」に比べて秋は空気が澄んで

いること。それに、地球の公転軌道の関係で、

秋は夏に比べ月の高度が高いからだそうです。

♪

秋深し…そんな秋の夜は夜想曲（ノクターン）

もよく似合います。語源はラテン語で「夜」が

転嫁して「夜の瞑想」を意味するようになった

とか。ショパンの全21曲、特に作品 9-2 はよく

聴きますね。もちろんジャズにもあり、先月も

当店で聴きました。「今号の You Tube から」

は、ルー・ドナルドソン・クァルテットの
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♪Autumn Nocturne

https://is.gd/yzd8jd

♪

秋深し…今日は、ジャズ・メッセンジャーズを

率いたアート・ブレイキーさんの御命日です。

親分肌で、当店六本木時代、コンサートで来日

するたびに必ず来日メンバーを大勢ひきつれて

やってきて、演奏させては聴いておられました。

メッセンジャーズは人材育成学校と言われた程

綺羅星のごとく多くのビッグネームたちがここ

から育っていきました。当店と多くのミュージ

シャンたちと親交ができたのも彼のおかげです。

ルー・ドナルドソンも初期のメッセンジャーズ

の一員だったことがあるようです。

♪

深まる秋、10月後半~11月前半のご案内です。

★いま、お店独自の【Go To BS キャンペーン】

期間中です。自粛慣れで「出不精」になった方、

「早くウチに帰ることが癖になっちゃった」方、

頑張る元気を、ライブジャズで養ってください。

https://is.gd/30yK00　ちなみに、10/24(土)は

キャンペーンの一環《満席札止め》が成立 !!

全員の M.Charge が￥200 割引になりますよ。

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。

10月=========

16(金) 冷え込む今夜は、

《近藤和彦 クァルテット》

聴き応えある熱いジャズ !!

(A)https://is.gd/m125ti

(B)https://is.gd/SFiDRk
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17(土)

《守屋純子 セクステット》

(A)https://is.gd/d9O1Ut

(B)https://is.gd/q8hOj4

18(日) Closed

19(月)

情家みえ(vo)

(A)https://is.gd/4kCcKQ

(B)https://is.gd/ry41WJ

20(火)

《井上智 ギタークァルテット》

ゲスト: ルイス・バジェ(tp)

(A)https://is.gd/D3NKxZ

(B)https://is.gd/qLJaKb

21(水)

《田窪寛之トリオ》

(A)https://is.gd/8uTjwQ

(B)https://is.gd/GjLt8M

22(木)

《Jabuticaba》

加納奈実＆永武幹子 デュオ

(A)https://is.gd/5g87tR

(B)https://is.gd/dErH2J

23(金)

《Win Bright》トリオ

(A)https://is.gd/TaCADp

(B)https://is.gd/2HkuP4

24(土)

《嶋津健一｢夢想｣発売記念ライブ》

★《Go To BS キャンペーン》

「満席札止め」成立です ご予約者

の皆さま、ありがとうございました。
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(A)https://is.gd/7Wsh5H

(B)https://is.gd/HRy0kL

25(日)

TOKU(flh,vo)

(A)https://is.gd/2esSDw

(B)https://is.gd/BSkj3k

26(月)

《海野俊輔 トリオ》

(A)https://is.gd/MqTZ4C

(B)https://is.gd/UWPIRF

27(火)

《グレース･マーヤ弾き語りトリオ》

(A)https://is.gd/mBylXc

(B)https://is.gd/lnIfxD

28(水)

《上田裕香 ブラジリアン・ナイト》

(A)https://is.gd/TmNdbq

(B)https://is.gd/5HRV1D

29(木)

《フロントページ オーケストラ》

定期公演はショートバージョンに

《三木俊雄クァルテット》

(A)https://is.gd/2v9buy

(B)https://is.gd/oF97VF

30(金)

《ハクエイ＆須川リーダークァルテット》

(A)https://is.gd/DWhTFX

(B)https://is.gd/6QsE4q

31(土)

伊藤君子(vo)

(A)https://is.gd/p390JQ

(B)https://is.gd/NKBEam
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11月=========

1(日) Closed

2(月)

《田中菜緒子トリオ》

(A)https://is.gd/6idPzM

(B)https://is.gd/W0dVWv

3(火)

文化の(日) 特集

《ミュージカル ナイト》

(A)https://is.gd/0sQ4C6

(B)https://is.gd/euCmUy

4(水)

《浜崎航 meets 松本茜トリオ》

(A)https://is.gd/3dwHvo

(B)https://is.gd/Pe1nOd

5(木)

《大口純一郎リーダートリオ》

(A)https://is.gd/RmpWol

(B-1)https://is.gd/kT6Z06

(B-2)https://is.gd/p5iiId

6(金)

《永武幹子リーダートリオ》

(A)https://is.gd/A84Vus

(B)https://is.gd/Nm1JKs

7(土)

《レイモンド・マクモーリン クァルテット》

(A)https://is.gd/Ah3jAt

(B)https://is.gd/ttBUHj

8(日)

《宮本貴奈｢Wonderful World｣

発売記念ライブ》

(A)https://is.gd/VHLFZd
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(B)https://is.gd/tVJ9MB

9(月)

《情家みえwith石井彰 デュオ》

(A)https://is.gd/hGes6X

(B)https://is.gd/ry41WJ

10(火)

《スウィンギー トリオ》

(A)https://is.gd/y8tfuC

(B)https://is.gd/RW4uAS

11(水)

《Tea バースデーライブ》

(A)https://is.gd/CuIbZD

(B)https://is.gd/cFUsoT

12(木)

《デビット・ブライアント

リーダークィンテット》

(A)https://is.gd/JeolOG

(B)https://is.gd/D3Z61g

13(金)

高田恵美(vo)

(A)https://is.gd/ssRfpI

(B)https://is.gd/2sssGA

14(土)

伊東真紀(vo)

(A)https://is.gd/dhEbz5

(B)https://is.gd/EM2QJy

15(日) Closed

----------------------

●【BS通信】バックナンバー

https://is.gd/CXaZRd

●Twitter で当日の出演者を毎朝ツィート

ほぼ毎夜 ここで2nd セットをライブ中継
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http://twitter.com/bodyandsoul_j

●facebook の当店のタイムラインでもご案内

https://www.facebook.com/bodyandsoul.co.jp

●来店前にはHPの｢デイリーコメント｣を読み､

来店後には｢デイリーレポート｣を楽しむ…

https://is.gd/UTm17U

他にはないライブジャズの楽しみ方です。

----------------------

●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~)

♪

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~)

♪─♭─♯─♪─♭─♯─♪


