3月1日
日
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00

三遊亭圓丸「死神」「厩
火事」～新宿末廣亭定
席より《粋 らくご》

4:00
4:30

三遊亭兼好「熊の皮」「 5:00
干物箱」～第25回横浜
ひとり会より《粋 らくご》 5:30
桂竹千代「まくら独演会」 6:00
Vol.1(前)～楽器カフェす
6:30
ずらん亭
昔昔亭桃太郎「お見合
い中」～桃之助真打昇
テレビショッピング

7:00
7:30

9:00

古今亭菊千代「厩火事」 8:00
～女性初の真打ち登
場！男社会の中で初志 8:30
貫き花開く！ 2019年4
テレビショッピング
9:00

9:30

匠-TAKUMI- #26

8:30

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

嗚呼、成金の壁 #15～ 10:00
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八 10:30
扇辰・喬太郎の会▽入
船亭扇辰「三方一両損」
柳家喬太郎「縁切榎」《
粋 らくご》
柳亭芝楽「薬缶なめ」「
本膳」～道化師から噺家
に。１１代続く名跡を継ぎ
、色物芸までこなすマル
鈴々舎八ゑ馬「ラスボス
」「つる」笑福亭瓶二「妾
馬」～『やみ鍋の会』～
鶴瓶が名付けた伝説の
14:15～春風亭昇乃進「
看板のピン」「取り調べ
中」～テンポのよい語り
口で新作も古典も。登場
昔昔亭桃太郎「お見合
い中」～桃之助真打昇
入船亭扇辰「田能久」「
竹の水仙」～入船亭扇
辰ひとり会at湯島天神《
粋 らくご》

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00
24:30
25:00
25:30
26:00
26:30
27:00
27:30

9:30

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

桂竹丸「西郷隆盛」～池
袋演芸場12月中席より《
嗚呼、成金の壁 #12～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉八、春風亭昇々、
昔昔亭Ａ太郎
テレビショッピング

17:00

三遊亭白鳥「スーパー寿
限無」／三遊亭円丈「遥
かなるたぬきうどん」《粋
らくご》
桂竹丸「明智光秀」～池
袋演芸場12月中席より《
テレビショッピング

19:00

17:30
18:00
18:30

19:30
20:00
20:30

入船亭小辰「金明竹」「 21:00
御神酒徳利」～NHK新
人落語大賞同点１位の
実力はお墨付き！若手 21:30
トップクラスの噺家がホ
ールを熱くする！《鮮 あ 22:00
22:25～古今亭菊生「干
物箱」～圓菊遺伝子の
会《粋 らくご》
22:30
23:05～林家たけ平「唐
茄子屋政談」、春風亭正
太郎「ちりとてちん」～『
きらくなふたり たけ平・
正太郎』～林家＆春風
亭期待のプリンスたちに
よる大人気落語会！《夢
寄席》
笑福亭たま「兵庫船」～
笑福亭たま深川独演会《
夢 寄席》
25:15～★笑わせnight！
★ #117～楽器カフェす
ずらん亭◇すいたんす
いこう、八福☆みずほ、
おせつときょうた
26:15～三笑亭小夢「看
板のピン」「表札」～あの
小泉進次郎も応援！横
須賀初の真打、出版社
新宿角座寄席 特選！真
打の会 #45：笑福亭羽光
「悲しみの歌」、三笑亭
小夢「幾代餅」

23:00
23:30
24:00
24:30
25:00
25:30
26:00
26:30
27:00
27:30

3月2日
月
4:00 三遊亭王楽「だくだく」「
不幸者」～第三十九回
4:30 にぎわい道場《粋 らくご
》
5:00 三遊亭歌奴「鼓ヶ滝」「御
神酒徳利」～湯島de落
5:30 語 歌奴の会《粋 らくご》

3月3日
火

3月4日
水

柳家小満ん「裸の嫁入り 瀧川鯉昇「質屋庫（しち
」「富久」～柳家小満ん やぐら）」～瀧川鯉昇独
の会より《粋 らくご》
演会より《粋 らくご》

3月5日
木
放送休止

3月6日
金

三遊亭歌之介「お父さん
のハンディ」、立花家橘
之助「俗曲 浮世節」～三
越薫風寄席より《粋 らく
★笑わせnight！★ #51
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
匠-TAKUMI- #29

7:30 テレビショッピング

テレビショッピング

テレビショッピング

テレビショッピング

3月8日
日

三遊亭鳳楽「蛙茶番」「 春風亭柳橋 「堀の内」「 桂雀々「天神山」～独演 4:00
鹿政談」～円生百席に 妾馬」～春風亭柳橋の 会『雀々の逸品Vol.3』《
4:30
挑戦第41回《粋 らくご》 会より《粋 らくご》
粋 らくご》

桂 文治「ラーメン屋（作・ 一龍齋貞山「雲霧仁左
有崎勉）」《粋 らくご》
衛門～因果小僧六之助
」～貞山・貞鏡親子会《
夢 寄席》
6:00 桂竹千代「竹千代の風 桂竹千代「竹千代の風 桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.1(前)～楽器カ 土記」Vol.1(後)～楽器カ 土記」Vol.2(前)～楽器カ
6:30 フェすずらん亭
フェすずらん亭
フェすずらん亭 ゲスト：
立川寸志
7:00 匠-TAKUMI- #34
匠-TAKUMI- #33
匠-TAKUMI- #31
匠-TAKUMI- #30
テレビショッピング

3月7日
土

桂扇生「愛宕山」～2017 講談 一龍斎貞水「赤穂 5:00
桂扇生独演会《粋 らく 義士外伝 誉の刀鍛冶」
5:30
ご》
《夢 寄席》
★笑わせnight！★ #52
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
三遊亭楽生「寿限無」～
第58回三遊亭楽生独演
テレビショッピング

★笑わせnight！★ #53
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
春雨や雷蔵「蒟蒻問答」
～雷蔵八百夜 369夜《粋
テレビショッピング

6:00
6:30
7:00
7:30

8:00 雷門助六「長短」「春雨 三遊亭鳳楽「蛙茶番」「 春風亭柳橋 「堀の内」「 桂雀々「天神山」～独演 雷門助六「長短」「春雨 三遊亭王楽「だくだく」「
宿」～池袋演芸場９月上 鹿政談」～円生百席に 妾馬」～春風亭柳橋の 会『雀々の逸品Vol.3』《 宿」～池袋演芸場９月上 不幸者」～第三十九回
8:30 席より《粋 らくご》
挑戦第41回《粋 らくご》 会より《粋 らくご》
粋 らくご》
席より《粋 らくご》
にぎわい道場《粋 らくご
》
9:00 テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング

柳家小満ん「裸の嫁入り 8:00
」「富久」～柳家小満ん
8:30
の会より《粋 らくご》
テレビショッピング

9:00

9:30 匠-TAKUMI- #20

匠-TAKUMI- #27

9:30

★笑わせnight！★
#120～楽器カフェすずら
ん亭◇すいたんすいこう
、八福☆みずほ、おせつ
瀧川鯉昇「質屋庫（しち
やぐら）」～瀧川鯉昇独
演会より《粋 らくご》

10:00

笑福亭希光「青菜」「千
両みかん」～鶴光の弟
子で人気急上昇ユニット
「芸協カデンツァ」メンバ
三遊亭歌太郎「磯の鮑」
「あくび指南」～歌太郎
ひとり会『春 乾坤一擲』《
夢 寄席》
新宿角座寄席 特選！真
打の会 #49：昔昔亭A太
郎「表と裏」、笑福亭里
光「夏の医者」
三遊亭王楽「だくだく」「
不幸者」～第三十九回
にぎわい道場《粋 らくご
》
林家たけ平「唐茄子屋
政談」、春風亭正太郎「
ちりとてちん」～『きらくな
ふたり たけ平・正太郎』
～林家＆春風亭期待の
プリンスたちによる大人
17:30 桂歌蔵「モンゴル公演記 三笑亭夢花「幇間腹」「 桂夏丸「いが栗」「懐かし 桂三四郎「十七歳」「那 嗚呼、成金の壁 #22～ 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」
」「寝床」～桂歌蔵の会《 自家用車」～初代夢丸 のＣＭ」～寿真打昇進披 須与一 名誉の扇の的」 楽器カフェすずらん亭◇ Vol.3(前)～楽器カフェす Vol.3(後)～楽器カフェす
18:00 粋 らくご》
の惣領弟子がその遺志 露興行より《夢 寄席》 ～元祖No.1イケメン落語 柳亭小痴楽、桂宮治
ずらん亭◇桂三若「天災 ずらん亭◇桂三若「植木
を継ぐ！ダンディな落語
家が噺家生活15周年記
」
屋娘」
18:30 テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング

12:00

19:00 桂文治「掛取り」「睨み返
し」～先代より東西で大
19:30 看板となった大名跡を継
承。明るく大柄な芸で聴
20:00 柳家小満ん「裸の嫁入り
」～柳家小満んの会より
20:30 テレビショッピング

桂南喬「池田大助」～三 雷門小助六「紋三郎稲
平堂落語会《粋 らくご》 荷」「木乃伊取り」／雷門
音助「小言幸兵衛」「の
める」～雷門小助六・音
昔昔亭桃太郎「お見合 助～第6回スケスケ兄弟
い中」～桃之助真打昇 会《粋 らくご》
テレビショッピング
テレビショッピング

19:00

21:00 講談 一龍斎貞水「赤穂
義士外伝 誉の刀鍛冶」
《夢 寄席》
21:30

三遊亭遊雀 「熊の皮～
野ざらし」～遊雀ひとり
会at湯島天神《粋 らくご
》

22:00 三遊亭王楽「ふだんの
袴」「五人廻し」～三遊亭
王楽のにぎわい道場(第
22:30 三十八回)より《粋 らく
ご》
23:00 桂三若「落語の図書館」
Vol.4(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「秘伝
23:30 書」

三遊亭王楽「だくだく」「
不幸者」～第三十九回
にぎわい道場《粋 らくご
》

10:00 一龍齋貞山「雲霧仁左
衛門～因果小僧六之助
10:30 」～貞山・貞鏡親子会《
夢 寄席》
11:00 三遊亭鳳楽「蛙茶番」「
鹿政談」～円生百席に
11:30 挑戦第41回《粋 らくご》

匠-TAKUMI- #21

匠-TAKUMI- #22

匠-TAKUMI- #23

神田松鯉「天保六花撰
玉子の強請」「源平盛衰
記より 扇の的」～あの
松之丞がほれた師匠が
春風亭柳橋 「堀の内」「
妾馬」～春風亭柳橋の
会より《粋 らくご》

三遊亭歌之介「お父さん
のハンディ」、立花家橘
之助「俗曲 浮世節」～三
越薫風寄席より《粋 らく
桂雀々「天神山」～独演
会『雀々の逸品Vol.3』《
粋 らくご》

桂扇生「愛宕山」～2017 講談 一龍斎貞水「赤穂 三遊亭遊雀 「熊の皮～
桂扇生独演会《粋 らく 義士外伝 誉の刀鍛冶」 野ざらし」～遊雀ひとり
ご》
《夢 寄席》
会at湯島天神《粋 らくご
》
雷門助六「長短」「春雨 三遊亭王楽「だくだく」「 柳家小満ん「裸の嫁入り
宿」～池袋演芸場９月上 不幸者」～第三十九回 」「富久」～柳家小満ん
席より《粋 らくご》
にぎわい道場《粋 らくご の会より《粋 らくご》
》
桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」 ★笑わせnight！★
Vol.1～楽器カフェすずら Vol.2(後)～楽器カフェす #119～楽器カフェすずら
ん亭◇桂三若「鯛(桂三 ずらん亭◇桂三若「文七 ん亭◇すいたんすいこう
枝作)」「青菜」
元結」
、八福☆みずほ、おせつ
三遊亭わん丈「来場御 金原亭馬生「品川心中」 柳家甚語楼「壺算」「ちり
礼」「子ほめのイヤホン 「安兵衛狐」～扇遊・馬 とてちん」「宿屋の仇討」
ガイド」「五貫裁き」～新 生ふたり会より《粋 らく ～柳家甚語楼の会《粋
作の神様・円丈がすべ ご》
らくご》
てを託す愛弟子！新作 14：08～テレビショッピン
、古典を引っ提げてホー グ
テレビショッピング
14:37～雷門小助六「紋
三郎稲荷」「木乃伊取り」
春風亭勢朝「井戸の茶 ／雷門音助「小言幸兵 テレビショッピング
碗」「紺屋高尾」～高度 衛」「のめる」～雷門小
勢朝の会《粋 らくご》
助六・音助～第6回スケ 匠-TAKUMI- #25
スケ兄弟会《粋 らくご》
嗚呼、成金の壁 #21～ 桂南喬「池田大助」～三 昔昔亭桃太郎「春雨宿」
楽器カフェすずらん亭◇ 平堂落語会《粋 らくご》 「ぜんざい公社」～池袋
柳亭小痴楽、桂宮治
演芸場12月中席より《粋
らくご》
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング

12:00 嗚呼、成金の壁 #25～ 嗚呼、成金の壁 #26～ 三遊亭遊雀「堪忍袋」「
楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇ 真田小僧」 ～テンポよく
12:30 柳亭小痴楽、瀧川鯉八 柳亭小痴楽、瀧川鯉八 たたみかける語り口。脂
が乗り切った爆笑必至
13:00 雷門小助六「紋三郎稲 林家たけ平「唐茄子屋 柳家小さん「与話情浮世
荷」「木乃伊取り」／雷門 政談」、春風亭正太郎「 恋床(一席二噺)」「化け
13:30 音助「小言幸兵衛」「の ちりとてちん」～『きらくな 物寺」～独演会 大名跡
める」～雷門小助六・音 ふたり たけ平・正太郎』 に負けない個性。軽や
14:00 14:25～桂三若「落語の ～林家＆春風亭期待の かに、味わい深く《粋 ら
図書館」Vol.1～楽器カフ プリンスたちによる大人 くご》
14:30 ェすずらん亭◇桂三若「 テレビショッピング
桂雀々「稲荷俥」～桂雀
々独演会『春の今宵』《
鯛(桂三枝作)」「青菜」
15:00 15:20～金原亭馬の助「 桂竹千代「反対俥」「サ 三遊亭神楽「抜け雀」～
花見の仇討ち」《粋 らく オリ９号」桂竹丸「紀州」 第58回三遊亭神楽 落語
15:30 ご》
～竹千代とステキな師 らいぶ《粋 らくご》
匠の落語会《夢 寄席》
16:00 新宿角座寄席 特選！真 嗚呼、成金の壁 #19～ 嗚呼、成金の壁 #20～
打の会 #50：三笑亭夢丸 楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇
16:30 「ちりとてちん」、春風亭 瀧川鯉八、春風亭昇々、 瀧川鯉八、春風亭昇々、
柳好「佃祭」
昔昔亭Ａ太郎
昔昔亭Ａ太郎
17:00 テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング

24:00
24:30
25:00
25:30
26:00
26:30

柳亭芝楽「薬缶なめ」「
本膳」～道化師から噺家
に。１１代続く名跡を継ぎ
、色物芸までこなすマル
チな才能。《粋 らくご》
講談 神田春陽「国定忠 粋な文明開化～意外な
治 三木文蔵の義侠 忠 二人の異文化交流～
治の娘」/玉田玉秀斎「 Vol.5 ホスト：桂雀々 ゲ
坂本龍馬とお龍」《夢
スト：松尾貴史
寄席》
★笑わせnight！★ #53
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト：森石ミドリ
、カモメ
桂南喬「池田大助」～三
桂歌蔵「モンゴル公演記
平堂落語会《粋 らくご》 」「寝床」～桂歌蔵の会《
粋 らくご》

27:00 新宿角座寄席 特選！真
打の会 #47：笑福亭竹三
27:30 「ぜんざい公社」、三笑
亭可風「たらちね」

新宿角座寄席 特選！真
打の会 #48：笑福亭和光
「竹の水仙」、三遊亭春
馬「一目上がり」

林家たけ平「唐茄子屋
政談」、春風亭正太郎「
ちりとてちん」～『きらくな
ふたり たけ平・正太郎』
～林家＆春風亭期待の
プリンスたちによる大人
気落語会！《夢 寄席》

匠-TAKUMI- #24

桂歌蔵「モンゴル公演記 講談 神田松之丞独演
」「寝床」～桂歌蔵の会《 会～松之丞専門店vol.3
19:45～三笑亭夢花「幇
粋 らくご》
間腹」「自家用車」～初
桂雀々「稲荷俥」～桂雀 代夢丸の惣領弟子がそ
々独演会『春の今宵』《 の遺志を継ぐ！ダンディ
テレビショッピング
テレビショッピング

柳家さん喬「長短」「芝浜
」、柳家小志ん「千早振
る」「風呂敷」～祝 柳家
小志ん真打昇進記念 柳
家さん喬 独演会 唯一
無二、至高の話芸！現
代落語の最高峰！愛弟
子の真打昇進にさん喬
桂かい枝「屁臭最中（へ 節がますます冴えわた
くさのさいちゅう）」～独 る！《極 名人噺》
演会『復活古墳落語』《
笑福亭希光「青菜」「千
両みかん」～鶴光の弟
子で人気急上昇ユニット
「芸協カデンツァ」メンバ
ー！よしもと新喜劇出身
の異色の落語家のパワ
講談 田辺銀冶「源平盛 ★笑わせnight！★
衰記 五条橋」/神田すず #117～楽器カフェすずら
「新門辰五郎 おぬいの ん亭◇すいたんすいこう
義侠」《夢 寄席》
、八福☆みずほ、おせつ
ときょうた
放送休止
嗚呼、成金の壁 #23～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、桂宮治

神田松鯉「天保六花撰
玉子の強請」「源平盛衰
記より 扇の的」～あの
松之丞がほれた師匠が
人間国宝に。名人が磨
き上げた至高の話芸を
柳家権太楼「不動坊」～
第606回三越落語会より
《粋 らくご》

柳家甚語楼「壺算」「ちり
とてちん」「宿屋の仇討」
～柳家甚語楼の会《粋
らくご》

匠-TAKUMI- #28

桂夏丸「いが栗」「懐かし 桂三四郎「十七歳」「那
のＣＭ」～寿真打昇進披 須与一 名誉の扇の的」
露興行より《夢 寄席》 ～元祖No.1イケメン落語
家が噺家生活15周年記
一龍齋貞鏡「秋色桜」～ 桂文雀「四段目」～桂文
貞山・貞鏡親子会《夢
雀独演会《夢 寄席》
テレビショッピング
テレビショッピング
★笑わせnight！★
Vol.62～楽器カフェすず
らん亭◇すいたんすいこ
う、八福☆みずほ、おせ
つときょうた

★笑わせnight！★
#118～楽器カフェすずら
ん亭◇すいたんすいこう
、八福☆みずほ、おせつ
ときょうた
ナイツ、青空球児・好児
、宮田陽・昇、ロケット団
、ねづっち、ぴろき、コン
ト山口君と竹田君、おせ
つときょうた ほか第50回
嗚呼、成金の壁 #24～ 記念特別公演 『漫才大
楽器カフェすずらん亭◇ 会』《夢 寄席》
柳亭小痴楽、桂宮治

桂夏丸「いが栗」「懐かし 桂三四郎「十七歳」「那
のＣＭ」～寿真打昇進披 須与一 名誉の扇の的」
露興行より《夢 寄席》 ～元祖No.1イケメン落語
家が噺家生活15周年記
新宿角座寄席 特選！真 嗚呼、成金の壁 #19～
打の会 #50：三笑亭夢丸 楽器カフェすずらん亭◇
「ちりとてちん」、春風亭 瀧川鯉八、春風亭昇々、
柳好「佃祭」
昔昔亭Ａ太郎

10:30
11:00
11:30

12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

19:30
20:00
20:30

講談：神田香織「福島の 21:00
祈り」～３．１１を決して
忘れない。一生をかけて
語り継いでいく結末のな 21:30
い物語《夢 寄席》
22:00
桂枝太郎「ユキヤナギ」
～浅草演芸ホール12月
下席《夢 寄席》
柳家さん喬「長短」「芝浜
」、柳家小志ん「千早振
る」「風呂敷」～祝 柳家
小志ん真打昇進記念 柳
家さん喬 独演会 唯一
無二、至高の話芸！現
代落語の最高峰！愛弟
子の真打昇進にさん喬
節がますます冴えわた
る！《極 名人噺》

22:30
23:00
23:30
24:00
24:30
25:00
25:30

春風亭一花「花色木綿」
「井戸の茶碗」 『はなべ
んspecial 春風亭一花独
演会』～前座時代からそ
嗚呼、成金の壁 #21～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、桂宮治

26:00
26:30
27:00
27:30

3月9日
月
4:00 三遊亭王楽「ふだんの
袴」「五人廻し」～三遊亭
4:30 王楽のにぎわい道場(第
三十八回)より《粋 らく
5:00 三遊亭遊雀 「熊の皮～
野ざらし」～遊雀ひとり
5:30 会at湯島天神《粋 らくご
》
6:00 ★笑わせnight！★ #54
～楽器カフェすずらん亭
6:30 ◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
7:00 匠-TAKUMI- #34
7:30 テレビショッピング

3月10日
火

3月11日
水

3月12日
木

3月13日
金

3月14日
土

三遊亭鳳楽「蛙茶番」「 春風亭柳橋 「堀の内」「 桂雀々「天神山」～独演 雷門助六「長短」「春雨 三遊亭王楽「だくだく」「
鹿政談」～円生百席に 妾馬」～春風亭柳橋の 会『雀々の逸品Vol.3』《 宿」～池袋演芸場９月上 不幸者」～第三十九回
挑戦第41回《粋 らくご》 会より《粋 らくご》
粋 らくご》
席より《粋 らくご》
にぎわい道場《粋 らくご
》
三遊亭歌奴「鼓ヶ滝」「御 桂 文治「ラーメン屋（作・ 一龍齋貞山「雲霧仁左 三遊亭遊雀 「熊の皮～ 三遊亭歌奴「鼓ヶ滝」「御
神酒徳利」～湯島de落 有崎勉）」《粋 らくご》
衛門～因果小僧六之助 野ざらし」～遊雀ひとり 神酒徳利」～湯島de落
語 歌奴の会《粋 らくご》
」～貞山・貞鏡親子会《 会at湯島天神《粋 らくご 語 歌奴の会《粋 らくご》
夢 寄席》
》
嗚呼、成金の壁 #23～ 嗚呼、成金の壁 #24～ 嗚呼、成金の壁 #25～ 嗚呼、成金の壁 #26～ 三遊亭遊雀「堪忍袋」「
楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇ 真田小僧」 ～テンポよく
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、瀧川鯉八 柳亭小痴楽、瀧川鯉八 たたみかける語り口。脂
が乗り切った爆笑必至
匠-TAKUMI- #33
匠-TAKUMI- #31
匠-TAKUMI- #30
匠-TAKUMI- #29
橘家竹蔵「天災」～第55
回橘家竹蔵独演会～笑
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング

3月15日
日
瀧川鯉昇「質屋庫（しち
やぐら）」～瀧川鯉昇独
演会より《粋 らくご》

4:00
4:30

桂雀々「東之旅」～桂雀 5:00
々独演会『春の今宵』《
5:30
粋 らくご》
桂三若「落語の図書館」
Vol.1～楽器カフェすずら
ん亭◇桂三若「鯛(桂三
枝作)」「青菜」
橘家竹蔵「こんにゃく問
答」～第55回橘家竹蔵
テレビショッピング

6:00
6:30
7:00
7:30

8:00 柳家権太楼「不動坊」～ 雷門助六「長短」「春雨 柳家小満ん「裸の嫁入り 三遊亭王楽「ふだんの 三遊亭鳳楽「蛙茶番」「
第606回三越落語会より 宿」～池袋演芸場９月上 」「富久」～柳家小満ん 袴」「五人廻し」～三遊亭 鹿政談」～円生百席に
8:30 《粋 らくご》
席より《粋 らくご》
の会より《粋 らくご》
王楽のにぎわい道場(第 挑戦第41回《粋 らくご》
三十八回)より《粋 らく
9:00 テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング

春風亭柳橋 「堀の内」「 柳家権太楼「不動坊」～ 8:00
妾馬」～春風亭柳橋の 第606回三越落語会より
8:30
会より《粋 らくご》
《粋 らくご》
テレビショッピング

テレビショッピング

9:00

9:30 匠-TAKUMI- #20

匠-TAKUMI- #28

匠-TAKUMI- #27

9:30

匠-TAKUMI- #21

匠-TAKUMI- #22

匠-TAKUMI- #23

10:00 桂 文治「ラーメン屋（作・ 一龍齋貞山「雲霧仁左
有崎勉）」《粋 らくご》
衛門～因果小僧六之助
10:30
」～貞山・貞鏡親子会《
夢 寄席》
11:00 雷門助六「長短」「春雨 三遊亭王楽「だくだく」「
宿」～池袋演芸場９月上 不幸者」～第三十九回
11:30 席より《粋 らくご》
にぎわい道場《粋 らくご
》
12:00 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」
Vol.1～楽器カフェすずら Vol.2(前)～楽器カフェす
12:30 ん亭◇桂三若「鯛(桂三 ずらん亭◇桂三若「初恋
枝作)」「青菜」
」(桂三枝作)
13:00 柳家さん喬「長短」「芝浜 桂竹千代「反対俥」「サ
」、柳家小志ん「千早振 オリ９号」桂竹丸「紀州」
13:30 る」「風呂敷」～祝 柳家 ～竹千代とステキな師
小志ん真打昇進記念 柳 匠の落語会《夢 寄席》
14:00 家さん喬 独演会 唯一 嗚呼、成金の壁 #19～
無二、至高の話芸！現 楽器カフェすずらん亭◇
14:30 代落語の最高峰！愛弟 瀧川鯉八、春風亭昇々、
子の真打昇進にさん喬 昔昔亭Ａ太郎
15:00 節がますます冴えわた 三笑亭夢花「幇間腹」「
自家用車」～初代夢丸
る！《極 名人噺》
15:30 テレビショッピング
の惣領弟子がその遺志
を継ぐ！ダンディな落語
16:00 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」
Vol.4(前)～楽器カフェす Vol.4(後)～楽器カフェす
16:30 ずらん亭◇桂三若「秘伝 ずらん亭◇桂三若「紙入
書」
れ」
17:00 テレビショッピング
テレビショッピング

三遊亭遊雀 「熊の皮～
野ざらし」～遊雀ひとり
会at湯島天神《粋 らくご
》
瀧川鯉昇「質屋庫（しち
やぐら）」～瀧川鯉昇独
演会より《粋 らくご》

三遊亭歌奴「鼓ヶ滝」「御 立川吉幸「真田小僧」「
神酒徳利」～湯島de落 子別れ」 真打昇進披露
語 歌奴の会《粋 らくご》 興行～紆余曲折を乗り
越え入門22年目でめで
柳家権太楼「不動坊」～ 柳家小満ん「裸の嫁入り
第606回三越落語会より 」「富久」～柳家小満ん
《粋 らくご》
の会より《粋 らくご》

桂三若「落語の図書館」
Vol.2(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「文七
元結」
三遊亭神楽「抜け雀」～
第58回三遊亭神楽 落語
らいぶ《粋 らくご》

新宿角座寄席 特選！真
打の会 #47：笑福亭竹三
「ぜんざい公社」、三笑
亭可風「たらちね」
春風亭勢朝「井戸の茶
碗」「紺屋高尾」～高度
勢朝の会《粋 らくご》

嗚呼、成金の壁 #20～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉八、春風亭昇々、
昔昔亭Ａ太郎
桂夏丸「いが栗」「懐かし
のＣＭ」～寿真打昇進披
露興行より《夢 寄席》

嗚呼、成金の壁 #21～ 嗚呼、成金の壁 #22～
楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治

桂三四郎「十七歳」「那
須与一 名誉の扇の的」
～元祖No.1イケメン落語
家が噺家生活15周年記
★笑わせnight！★
★笑わせnight！★
#117～楽器カフェすずら #118～楽器カフェすずら
ん亭◇すいたんすいこう ん亭◇すいたんすいこう
、八福☆みずほ、おせつ 、八福☆みずほ、おせつ
テレビショッピング
テレビショッピング

三遊亭わん丈「来場御
礼」「子ほめのイヤホン
ガイド」「五貫裁き」～新
作の神様・円丈がすべ
てを託す愛弟子！新作
、古典を引っ提げてホー
瀧川鯉橋「宿屋の富」～
こいのつなわたり其ノ十
テレビショッピング

17:30 春風亭一花「花色木綿」
「井戸の茶碗」 『はなべ
18:00 んspecial 春風亭一花独
演会』～前座時代からそ
18:30 テレビショッピング

講談 神田春陽「国定忠
治 三木文蔵の義侠 忠
治の娘」/玉田玉秀斎「
坂本龍馬とお龍」《夢
テレビショッピング

講談 田辺銀冶「源平盛
衰記 五条橋」/神田すず
「新門辰五郎 おぬいの
義侠」《夢 寄席》
テレビショッピング

講談 神田松之丞独演
会～松之丞専門店vol.3
～ 「忠治山形屋」《夢
寄席》
テレビショッピング

★笑わせnight！★
#119～楽器カフェすずら
ん亭◇すいたんすいこう
、八福☆みずほ、おせつ
テレビショッピング

19:00 新宿角座寄席 特選！真
打の会 #50：三笑亭夢丸
19:30 「ちりとてちん」、春風亭
柳好「佃祭」
20:00 桂米多朗「歳そば」～桂
米多朗の会《粋 らくご》
20:30 テレビショッピング

春風亭一花「花色木綿」
「井戸の茶碗」 『はなべ
んspecial 春風亭一花独
演会』～前座時代からそ
三遊亭萬窓「庖丁」～咄
と小唄の会《粋 らくご》
テレビショッピング

講談：神田香織「福島の
祈り」～３．１１を決して
忘れない。一生をかけて
語り継いでいく結末のな
い物語《夢 寄席》

講談 神田春陽「国定忠
治 三木文蔵の義侠 忠
治の娘」/玉田玉秀斎「
坂本龍馬とお龍」《夢
三遊亭楽生「寿限無」～
第58回三遊亭楽生独演
テレビショッピング

講談 田辺銀冶「源平盛
衰記 五条橋」/神田すず
「新門辰五郎 おぬいの
義侠」《夢 寄席》
桂扇生「やんま久次」～
2017桂扇生独演会《粋
テレビショッピング

21:00 三遊亭歌奴「鼓ヶ滝」「御 桂 文治「ラーメン屋（作・
神酒徳利」～湯島de落 有崎勉）」《粋 らくご》
語 歌奴の会《粋 らくご》
21:30

テレビショッピング

三遊亭わん丈「来場御
礼」「子ほめのイヤホン
ガイド」「五貫裁き」～新
作の神様・円丈がすべ
てを託す愛弟子！新作
、古典を引っ提げてホー
22:00 三遊亭王楽「だくだく」「 柳家小満ん「裸の嫁入り 22:25～橘家文蔵「文七
不幸者」～第三十九回 」「富久」～柳家小満ん 元結」～独演会 文蔵プ
にぎわい道場《粋 らくご の会より《粋 らくご》
レミアム《粋 らくご》
22:30 》
23:00 ★笑わせnight！★
#119～楽器カフェすずら
ん亭◇すいたんすいこう
23:30 、八福☆みずほ、おせつ
ときょうた
24:00 三遊亭鬼丸「らくだ」「締
め込み」 内幸町タロ人
会より《夢 寄席》
24:30
25:00 25:20～嗚呼、成金の壁
#26～楽器カフェすずら
ん亭◇柳亭小痴楽、瀧
25:30 川鯉八
26:00 26:20～講談 神田春陽
「国定忠治 三木文蔵の
26:30 義侠 忠治の娘」/玉田玉
秀斎「坂本龍馬とお龍」《
27:00 27:20～柳家東三楼「寝
床」～柳家東三楼「遅れ
27:30 てきた怪物」《夢 寄席》

柳家甚語楼「壺算」「ちり
とてちん」「宿屋の仇討」
～柳家甚語楼の会《粋
らくご》

匠-TAKUMI- #24

新宿角座寄席 特選！真
打の会 #48：笑福亭和光
「竹の水仙」、三遊亭春
馬「一目上がり」
柳家蝠丸「奥山の首」「
寝床」～池袋演芸場９月
上席より《粋 らくご》

三遊亭歌之介「お父さん
のハンディ」、立花家橘
之助「俗曲 浮世節」～三
越薫風寄席より《粋 らく
ご》
三遊亭王楽「ふだんの
袴」「五人廻し」～三遊亭
王楽のにぎわい道場(第
三十八回)より《粋 らく
ご》
笑福亭希光「青菜」「千 23:20～★笑わせnight！ 桂竹千代「竹千代の風 ★笑わせnight！★
両みかん」～鶴光の弟 ★ #120～楽器カフェす 土記」Vol.1(前)～楽器カ Vol.62～楽器カフェすず
子で人気急上昇ユニット ずらん亭◇すいたんす フェすずらん亭
らん亭◇すいたんすいこ
「芸協カデンツァ」メンバ いこう、八福☆みずほ、
う、八福☆みずほ、おせ
ー！よしもと新喜劇出身 おせつときょうた
つときょうた
の異色の落語家のパワ
柳家甚語楼「壺算」「ちり 24:10～古今亭志ん吉「 春風亭一花「幇間腹」古
とてちん」「宿屋の仇討」 厩火事」「お面接(春風亭 今亭菊千代「星野屋」～
～柳家甚語楼の会《粋 昇々作)」～早稲田大学“ 高座に咲いた花ずらり。
らくご》
非”落研が落語家に。古 華やかに神楽坂女子
典、新作をたっぷりお届 会！《夢 寄席》
け《夢 寄席》
三遊亭遊雀「堪忍袋」「
桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」
真田小僧」 ～テンポよく Vol.1～楽器カフェすずら Vol.2(前)～楽器カフェす
たたみかける語り口。脂 ん亭◇桂三若「鯛(桂三 ずらん亭◇桂三若「初恋
が乗り切った爆笑必至 枝作)」「青菜」
」(桂三枝作)
の高座を堪能《粋 らくご
》
講談 田辺銀冶「源平盛 三遊亭鬼丸「らくだ」「締
三遊亭歌武蔵「鹿政談」 古今亭志ん吉「厩火事」
衰記 五条橋」/神田すず め込み」 内幸町タロ人 「尻餅」／入船亭扇好「 「お面接(春風亭昇々作)
「新門辰五郎 おぬいの 会より《夢 寄席》
看板のピン」「三井の大 」～早稲田大学“非”落
義侠」《夢 寄席》
黒」～第５３回歌武蔵・ 研が落語家に。古典、新
桂三若「落語の図書館」 27:20～桂三若「落語の 扇好二人会《粋 らくご》 桂三若「落語の図書館」
Vol.3(前)～楽器カフェす 図書館」Vol.3(後)～楽器
Vol.4(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「天災 カフェすずらん亭◇桂三 桂三若「落語の図書館」 ずらん亭◇桂三若「紙入
Vol.4(前)～楽器カフェす れ」
」
若「植木屋娘」

一龍齋貞山「雲霧仁左
衛門～因果小僧六之助
」～貞山・貞鏡親子会《
夢 寄席》
柳家小満ん「裸の嫁入り
」「富久」～柳家小満ん
の会より《粋 らくご》

新宿角座寄席 特選！真
打の会 #50：三笑亭夢丸
「ちりとてちん」、春風亭
柳好「佃祭」
三遊亭王楽「ふだんの
袴」「五人廻し」～三遊亭
王楽のにぎわい道場(第
三十八回)より《粋 らく
新宿角座寄席 特選！真 橘家文蔵「文七元結」～
打の会 #49：昔昔亭A太 独演会 文蔵プレミアム《
郎「表と裏」、笑福亭里 粋 らくご》
光「夏の医者」
★笑わせnight！★
昔昔亭桃太郎「春雨宿」
Vol.62～楽器カフェすず 「ぜんざい公社」～池袋
らん亭◇すいたんすいこ 演芸場12月中席より《粋
う、八福☆みずほ、おせ らくご》
桂三若「落語の図書館」
つときょうた
Vol.3(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「天災
」
テレビショッピング
春風亭柳好「崇徳院」「
三井の大黒」～談志も認
匠-TAKUMI- #25
めた先々代、テレビで活
躍の先代を継ぐ五代目
講談 神田春陽「国定忠 講談 田辺銀冶「源平盛
治 三木文蔵の義侠 忠 衰記 五条橋」/神田すず
治の娘」/玉田玉秀斎「 「新門辰五郎 おぬいの
坂本龍馬とお龍」《夢
義侠」《夢 寄席》
テレビショッピング
三遊亭遊三「金明竹」～
遊三を聴く会《粋 らくご
★笑わせnight！★
桂竹千代「竹千代の風
#120～楽器カフェすずら 土記」Vol.1(前)～楽器カ
ん亭◇すいたんすいこう フェすずらん亭
、八福☆みずほ、おせつ
テレビショッピング
テレビショッピング

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

三遊亭歌武蔵「鹿政談」 三遊亭鬼丸「らくだ」「締 19:00
「尻餅」／入船亭扇好「 め込み」 内幸町タロ人
19:30
看板のピン」「三井の大 会より《夢 寄席》
黒」～第５３回歌武蔵・
20:00
扇好二人会《粋 らくご》
テレビショッピング

テレビショッピング

金原亭馬生、古今亭菊
春、ほか～名門馬生一
門新春恒例の大人気落
語会！“笑う門には福来
る”家族揃って楽しめる
正統派落語で初笑い！《
極 名人噺》

古今亭菊之丞～粋でし 21:00
なやか、名人五代目志
ん生の芸を継承するこ
れぞ江戸落語の真髄！ 21:30
《粋 らくご》
22:25～古今亭菊生「干 22:00
物箱」～圓菊遺伝子の
会《粋 らくご》
22:30

20:30

23:15～金原亭伯楽「寝
床」～志ん生の遺伝子
～祝・傘寿！亡き志ん朝
と切磋琢磨した朋友が
魅せる！《粋 らくご》
金原亭馬玉、金原亭馬
治、蜃気楼龍玉「真景累
ヶ淵リレー」～三雄会《
夢 寄席》

柳家甚語楼「壺算」「ちり 23:00
とてちん」「宿屋の仇討」
～柳家甚語楼の会《粋
23:30
らくご》
24:00
24:30
桂三若「落語の図書館」 25:00
Vol.2(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「文七
25:30
元結」

古今亭志ん吉「厩火事」
「お面接(春風亭昇々作)
」～早稲田大学“非”落
研が落語家に。古典、新
★笑わせnight！★
#117～楽器カフェすずら
ん亭◇すいたんすいこう
、八福☆みずほ、おせつ

春風亭一花「幇間腹」古
今亭菊千代「星野屋」～
高座に咲いた花ずらり。
華やかに神楽坂女子
★笑わせnight！★
#118～楽器カフェすずら
ん亭◇すいたんすいこう
、八福☆みずほ、おせつ

26:00
26:30
27:00
27:30

3月16日
月

3月17日
火

3月18日
水

3月19日
木

4:00 柳家権太楼「不動坊」～ 三遊亭王楽「だくだく」「
第606回三越落語会より 不幸者」～第三十九回
4:30 《粋 らくご》
にぎわい道場《粋 らくご
》
5:00 一龍齋貞山「雲霧仁左 三遊亭歌之介「お父さん
衛門～因果小僧六之助 のハンディ」、立花家橘
5:30 」～貞山・貞鏡親子会《 之助「俗曲 浮世節」～三
夢 寄席》
越薫風寄席より《粋 らく
6:00 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」
Vol.2(前)～楽器カフェす Vol.2(後)～楽器カフェす
6:30 ずらん亭◇桂三若「初恋 ずらん亭◇桂三若「文七
」(桂三枝作)
元結」
7:00 匠-TAKUMI- #34
匠-TAKUMI- #33

三遊亭全楽「文七元結」 三遊亭王楽「ふだんの
～独演会「全楽GO！」よ 袴」「五人廻し」～三遊亭
り《夢 寄席》
王楽のにぎわい道場(第
三十八回)より《粋 らく
桂扇生「愛宕山」～2017 三遊亭遊雀 「熊の皮～
桂扇生独演会《粋 らく 野ざらし」～遊雀ひとり
ご》
会at湯島天神《粋 らくご
》
新宿角座寄席 特選！真 新宿角座寄席 特選！真
打の会 #47：笑福亭竹三 打の会 #48：笑福亭和光
「ぜんざい公社」、三笑 「竹の水仙」、三遊亭春
亭可風「たらちね」
馬「一目上がり」
匠-TAKUMI- #31
匠-TAKUMI- #30

7:30 テレビショッピング

テレビショッピング

テレビショッピング

8:00 三遊亭王楽「だくだく」「
不幸者」～第三十九回
8:30 にぎわい道場《粋 らくご
》
9:00 テレビショッピング

三遊亭全楽「文七元結」 瀧川鯉昇「質屋庫（しち
～独演会「全楽GO！」よ やぐら）」～瀧川鯉昇独
り《夢 寄席》
演会より《粋 らくご》
テレビショッピング

9:30 匠-TAKUMI- #20

匠-TAKUMI- #21

3月20日
金

3月21日
土

3月22日
日

テレビショッピング

三遊亭楽之介 「紙入れ」 柳家花緑「井戸の茶碗」 4:00
「心眼」～三遊亭楽之介 「頭山」～神楽坂伝統芸
の会より《粋 らくご》
能2019第11回神楽坂落 4:30
語まつり牛込落語会～
古今亭菊之丞「唐茄子 春風亭柳之助「竹の水 5:00
屋政談」～湯島de落語 仙」「二十四孝」～池袋
菊之丞ひとり会《粋 らく 演芸場10月中席より《粋 5:30
ご》
らくご》
新宿角座寄席 特選！真 新宿角座寄席 特選！真 嗚呼、成金の壁 #19～ 6:00
打の会 #49：昔昔亭A太 打の会 #50：三笑亭夢丸 楽器カフェすずらん亭◇
郎「表と裏」、笑福亭里 「ちりとてちん」、春風亭 瀧川鯉八、春風亭昇々、 6:30
光「夏の医者」
柳好「佃祭」
昔昔亭Ａ太郎
匠-TAKUMI- #29
桂歌蔵「モンゴル公演記 三遊亭圓輔「船徳」～池 7:00
」～桂歌蔵の会《粋 らく 袋演芸場６月中席より《
テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
7:30
三遊亭王楽「ふだんの
袴」「五人廻し」～三遊亭
王楽のにぎわい道場(第
三十八回)より《粋 らく
テレビショッピング

桂雀々「天神山」～独演 桂よね吉「質屋蔵」～桂 8:00
会『雀々の逸品Vol.3』《 よね吉～笑えない会
8:30
粋 らくご》
Legacy《夢 寄席》

テレビショッピング

柳亭楽輔「火焔太鼓」柳
亭信楽「風呂敷」～柳亭
信楽二ツ目昇進披露興
行～《粋 らくご》
テレビショッピング

テレビショッピング

テレビショッピング

9:00

匠-TAKUMI- #22

匠-TAKUMI- #23

匠-TAKUMI- #24

匠-TAKUMI- #28

匠-TAKUMI- #27

9:30

10:00 桂扇生「愛宕山」～2017 テレビショッピング
桂扇生独演会《粋 らく
10:30 ご》
古今亭志ん吉「厩火事」
「お面接(春風亭昇々作)
11:00 三遊亭鳳楽「蛙茶番」「 」～早稲田大学“非”落
鹿政談」～円生百席に 研が落語家に。古典、新
11:30 挑戦第41回《粋 らくご》 テレビショッピング

松尾貴史「一文笛」《夢
寄席》
春風亭一花「幇間腹」古
今亭菊千代「星野屋」～
高座に咲いた花ずらり。
華やかに神楽坂女子
テレビショッピング

テレビショッピング

12:00 嗚呼、成金の壁 #19～
楽器カフェすずらん亭◇
12:30 瀧川鯉八、春風亭昇々、
昔昔亭Ａ太郎
13:00 桂南喬「池田大助」～三
平堂落語会《粋 らくご》
13:30

嗚呼、成金の壁 #20～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉八、春風亭昇々、
昔昔亭Ａ太郎
桂歌蔵「モンゴル公演記
」「寝床」～桂歌蔵の会《
粋 らくご》

嗚呼、成金の壁 #21～ 嗚呼、成金の壁 #22～
楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治

14:00 桂三若「落語の図書館」
Vol.3(後)～楽器カフェす
14:30 ずらん亭◇桂三若「植木
屋娘」
15:00 三遊亭歌武蔵「鹿政談」
「尻餅」／入船亭扇好「
15:30 看板のピン」「三井の大
黒」～第５３回歌武蔵・
16:00 扇好二人会《粋 らくご》

桂三若「落語の図書館」
Vol.4(前)～楽器カフェす
三遊亭鬼丸「らくだ」「締
め込み」 内幸町タロ人
会より《夢 寄席》

立川平林「一目上がり」「 桂やまと「花見の仇討ち 桂三若「落語の図書館」 10:00
たらちね」～第66回立川 」～第34回桂やまと独演 Vol.4(前)～楽器カフェす
平林独演会《夢 寄席》 会《夢 寄席》
ずらん亭◇桂三若「秘伝 10:30
書」
★笑わせnight！★ #52 瀧川鯉昇「質屋庫（しち 柳亭楽輔「火焔太鼓」柳 11:00
～楽器カフェすずらん亭 やぐら）」～瀧川鯉昇独 亭信楽「風呂敷」～柳亭
◇すいたんすいこう、八 演会より《粋 らくご》
信楽二ツ目昇進披露興 11:30
福☆みずほ、おせつとき
行～《粋 らくご》
隅田川馬石「鰍沢」～フ 金原亭馬生、古今亭菊 入船亭小辰「金明竹」「 12:00
ランボヤン寄席より《夢 春、ほか～名門馬生一 御神酒徳利」～NHK新
寄席》
門新春恒例の大人気落 人落語大賞同点１位の 12:30
語会！“笑う門には福来 実力はお墨付き！若手
桂三四郎「十七歳」「那 る”家族揃って楽しめる トップクラスの噺家がホ 13:00
須与一 名誉の扇の的」 正統派落語で初笑い！《 ールを熱くする！《鮮 あ
三遊亭圓丸「死神」～新 13:30
～元祖No.1イケメン落語 極 名人噺》
宿末廣亭定席より《粋
家が噺家生活15周年記
★笑わせnight！★
14:15～金原亭伯楽「寝 春風亭一花「花色木綿」 14:00
#118～楽器カフェすずら 床」～志ん生の遺伝子 「井戸の茶碗」 『はなべ
14:50～金原亭馬生「品 ～祝・傘寿！亡き志ん朝 んspecial 春風亭一花独 14:30
川心中」「安兵衛狐」～ と切磋琢磨した朋友が 演会』～前座時代からそ
テレビショッピング
15:00
扇遊・馬生ふたり会より《 テレビショッピング
粋 らくご》
匠-TAKUMI- #25
匠-TAKUMI- #26
15:30

桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.2(前)～楽器カ
16:30 桂竹千代「竹千代の風 フェすずらん亭 ゲスト：
土記」Vol.1(後)～楽器カ 立川寸志
17:00 フェすずらん亭
三遊亭遊雀 「熊の皮～
野ざらし」～遊雀ひとり
17:30 三遊亭鬼丸「らくだ」「締 会at湯島天神《粋 らくご
め込み」 内幸町タロ人 》
18:00 会より《夢 寄席》
春風亭柳橋 「堀の内」「
妾馬」～春風亭柳橋の
18:30
会より《粋 らくご》
19:00 E～落語[エレクトーン×
落語] Vol.1 出演：ちょち
19:30 ょら組より、橘家文吾・三
遊亭ぽん太・立川かしめ
20:00
20:30 テレビショッピング

三笑亭夢花「幇間腹」「
自家用車」～初代夢丸
の惣領弟子がその遺志
を継ぐ！ダンディな落語
桂三若「落語の図書館」
Vol.4(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「紙入
れ」
古今亭志ん吉「厩火事」
「お面接(春風亭昇々作)
」～早稲田大学“非”落
研が落語家に。古典、新
桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.2(後)～楽器カ
フェすずらん亭 ゲスト：
立川寸志 桂竹千代「茗
神田松鯉「天保六花撰
玉子の強請」「源平盛衰
記より 扇の的」～あの
松之丞がほれた師匠が
柳亭楽輔「火焔太鼓」柳
亭信楽「風呂敷」～柳亭
信楽二ツ目昇進披露興
行～《粋 らくご》
金原亭馬生「品川心中」
「安兵衛狐」～扇遊・馬
生ふたり会より《粋 らく
ご》

柳家小さん「与話情浮世
恋床(一席二噺)」「化け
物寺」～独演会 大名跡
に負けない個性。軽や
かに、味わい深く《粋 ら
くご》
テレビショッピング
テレビショッピング

21:00 三遊亭遊雀 「熊の皮～ 三遊亭歌奴「鼓ヶ滝」「御 三遊亭歌太郎「磯の鮑」
野ざらし」～遊雀ひとり 神酒徳利」～湯島de落 「あくび指南」～歌太郎
会at湯島天神《粋 らくご 語 歌奴の会《粋 らくご》 ひとり会『春 乾坤一擲』《
21:30 》
夢 寄席》
22:00 雷門助六「長短」「春雨
宿」～池袋演芸場９月上
席より《粋 らくご》
22:30
23:00
23:30
24:00
24:30
25:00
25:30
26:00
26:30
27:00
27:30

瀧川鯉朝「宮戸川」「あ
いつのいない朝」～池袋
演芸場８月中席より《夢
寄席》

嗚呼、成金の壁 #19～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉八、春風亭昇々、
昔昔亭Ａ太郎
テレビショッピング

桂夏丸「いが栗」「懐かし
のＣＭ」～寿真打昇進披
露興行より《夢 寄席》
★笑わせnight！★
#117～楽器カフェすずら
ん亭◇すいたんすいこう
、八福☆みずほ、おせつ
三遊亭金也「家見舞」「
そばの殿様」「そば清」
～三遊亭金也独演会《
粋 らくご》

瀧川鯉朝「宮戸川」「あ
いつのいない朝」～池袋
演芸場８月中席より《夢
寄席》
講談 一龍斎貞水「赤穂
義士外伝 誉の刀鍛冶」
《夢 寄席》

三遊亭歌太郎「磯の鮑」
「あくび指南」～歌太郎
立花家橘之助「俗曲 浮 ひとり会『春 乾坤一擲』《
世節」～三越薫風寄席 夢 寄席》
三遊亭歌之介「お父さん 金原亭馬の助「花見の
のハンディ」、立花家橘 仇討ち」「ねずみ穴」《粋
之助「俗曲 浮世節」～三 らくご》
越薫風寄席より《粋 らく
三遊亭王楽「だくだく」「
不幸者」～第三十九回
にぎわい道場《粋 らくご テレビショッピング
》
嗚呼、成金の壁 #20～ 桂歌助「思ひ出」「御神
楽器カフェすずらん亭◇ 酒徳利」～歌助一笑会《
瀧川鯉八、春風亭昇々、 粋 らくご》
昔昔亭Ａ太郎
桂夏丸「いが栗」～寿真
打昇進披露興行より《夢
テレビショッピング
テレビショッピング

金原亭馬の助「花見の
仇討ち」《粋 らくご》
テレビショッピング

桂竹千代「反対俥」「サ 16:00
オリ９号」桂竹丸「紀州」
～竹千代とステキな師 16:30
匠の落語会《夢 寄席》
テレビショッピング
17:00

★笑わせnight！★ #53
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
テレビショッピング

★笑わせnight！★ #54 17:30
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八 18:00
福☆みずほ、おせつとき
テレビショッピング
18:30

金原亭馬の助「花見の 粋な文明開化～意外な 19:00
仇討ち」「ねずみ穴」《粋 二人の異文化交流～
らくご》
Vol.6 ホスト：桂雀々 ゲ 19:30
スト：浅利陽介
20:00
テレビショッピング

テレビショッピング

20:30

★笑わせnight！★
桂やまと「花見の仇討ち 桂歌助「城木屋」「くだん
Vol.62～楽器カフェすず 」～第34回桂やまと独演 」～師匠歌丸の背中を
らん亭◇すいたんすいこ 会《夢 寄席》
追い続けた３２年…その
う、八福☆みずほ、おせ
遺志を胸に。《粋 らくご
つときょうた
》
桂よね吉「質屋蔵」～桂 桂歌若「壺算」「厩火事」
よね吉～笑えない会
～池袋演芸場１１月上
Legacy《夢 寄席》
席後半より《夢 寄席》

桂よね吉、茂山千五郎、 21:00
茂山茂、島田洋海ほか『
笑えない会Legacy』～伝
統芸能の落語と狂言を 21:30
融合させたまったく新し
い芸術「落言」を今年も 22:00
放送！《夢 寄席》

★笑わせnight！★ #52
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト：小枝ノリ
ユキ、うみのいえ
入船亭小辰「金明竹」「
御神酒徳利」～NHK新
人落語大賞同点１位の
実力はお墨付き！若手
トップクラスの噺家がホ
ールを熱くする！《鮮 あ
ざやか》

23:00

入船亭小辰「金明竹」「
御神酒徳利」～NHK新
人落語大賞同点１位の
実力はお墨付き！若手
トップクラスの噺家がホ
桂竹千代「竹千代の風 橘家文蔵「文七元結」～ ールを熱くする！《鮮 あ 桂よね吉「質屋蔵」～桂 金原亭馬生、古今亭菊
土記」Vol.2(前)～楽器カ 独演会 文蔵プレミアム《 ざやか》
よね吉～笑えない会
春、ほか～名門馬生一
フェすずらん亭 ゲスト： 粋 らくご》
Legacy《夢 寄席》
門新春恒例の大人気落
金原亭馬の助「花見の
立川寸志
語会！“笑う門には福来
仇討ち」「ねずみ穴」《粋
る”家族揃って楽しめる
らくご》
桂竹千代「竹千代の風 ★笑わせnight！★
金原亭馬治「笠碁」「柳 正統派落語で初笑い！《
土記」Vol.2(後)～楽器カ Vol.62～楽器カフェすず
田格之進」～第６回馬治 極 名人噺》
フェすずらん亭 ゲスト： らん亭◇すいたんすいこ
丹精会《碁敵は憎さも憎
立川寸志 桂竹千代「茗 う、八福☆みずほ、おせ
し懐かししより》《夢 寄
荷宿」、立川寸志「鮫講 つときょうた
席》
釈」
新宿角座寄席
特選！真
春風亭柳之助「竹の水
25:15～金原亭伯楽「寝
打の会 #47：笑福亭竹三
仙」「二十四孝」～池袋
床」～志ん生の遺伝子
「ぜんざい公社」、三笑
演芸場10月中席より《粋
～祝・傘寿！亡き志ん朝
金原亭伯楽「寝床」「藪
亭可風「たらちね」
らくご》
と切磋琢磨した朋友が
入り」～志ん生の遺伝子 魅せる！《粋 らくご》
～祝・傘寿！亡き志ん朝
新宿角座寄席 特選！真 新宿角座寄席 特選！真 新宿角座寄席 特選！真 と切磋琢磨した朋友が 桂扇生「愛宕山」～2017
打の会 #48：笑福亭和光 打の会 #49：昔昔亭A太 打の会 #50：三笑亭夢丸 魅せる！《粋 らくご》
桂扇生独演会《粋 らく
「竹の水仙」、三遊亭春 郎「表と裏」、笑福亭里 「ちりとてちん」、春風亭
ご》
馬「一目上がり」
光「夏の医者」
柳好「佃祭」
★笑わせnight！★
★笑わせnight！★
桂竹千代「竹千代の風 桂竹千代「竹千代の風 桂竹千代「竹千代の風
#119～楽器カフェすずら #120～楽器カフェすずら 土記」Vol.1(前)～楽器カ 土記」Vol.1(後)～楽器カ 土記」Vol.2(前)～楽器カ
ん亭◇すいたんすいこう ん亭◇すいたんすいこう フェすずらん亭
フェすずらん亭
フェすずらん亭 ゲスト：
、八福☆みずほ、おせつ 、八福☆みずほ、おせつ
立川寸志

三遊亭歌太郎「やかん」
「やかんなめ」「死神」～
NHK新人落語大賞を勝
ち取った若手トップ噺家
がついに真打に！枕か
ら果敢に“皆残らず笑わ
せる”！《夢 寄席》
桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.2(後)～楽器カ
フェすずらん亭 ゲスト：
立川寸志 桂竹千代「茗

22:30

23:30
★笑わせnight！★
24:00
Vol.62～楽器カフェすず
らん亭◇すいたんすいこ
う、八福☆みずほ、おせ 24:30
つときょうた
25:00
25:30
古今亭菊之丞「唐茄子
屋政談」～湯島de落語
菊之丞ひとり会《粋 らく
ご》
★笑わせnight！★ #51
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき

26:00
26:30
27:00
27:30

3月23日
月

3月24日
火

3月25日
水

3月26日
木

3月27日
金

3月28日
土

桂右團治「くしゃみ講釈」
「誕生日(桂三枝作)」～
池袋演芸場９月上席より
《粋 らくご》
柳家花緑「井戸の茶碗」
「頭山」～神楽坂伝統芸
能2019第11回神楽坂落
語まつり牛込落語会～
桂三若「落語の図書館」
Vol.3(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「植木
屋娘」
匠-TAKUMI- #29

桂よね吉「質屋蔵」～桂 4:00
よね吉～笑えない会
4:30
Legacy《夢 寄席》

テレビショッピング

柳家花緑「井戸の茶碗」
「頭山」～神楽坂伝統芸
能2019第11回神楽坂落
語まつり牛込落語会～
春風亭柳好「崇徳院」「
三井の大黒」～談志も認
めた先々代、テレビで活
躍の先代を継ぐ五代目
桂三若「落語の図書館」
Vol.4(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「秘伝
書」
三笑亭茶楽「芝浜」～池
袋演芸場10月中席より《
テレビショッピング

春雨や雷蔵「錦明竹」「 8:00
明烏」～独演会『雷蔵八
百夜』394夜《粋 らくご》 8:30
テレビショッピング

9:00

匠-TAKUMI- #27

9:30

4:00 三遊亭圓雀「花筏」「風
呂敷」～池袋演芸場10
4:30 月中席『春馬改メ六代目
三遊亭圓雀襲名披露興
5:00 三遊亭王楽「ふだんの
袴」「五人廻し」～三遊亭
5:30 王楽のにぎわい道場(第
三十八回)より《粋 らく
6:00 嗚呼、成金の壁 #20～
楽器カフェすずらん亭◇
6:30 瀧川鯉八、春風亭昇々、
昔昔亭Ａ太郎
7:00 匠-TAKUMI- #34

三遊亭全楽「文七元結」 春風亭柳好「崇徳院」「
～独演会「全楽GO！」よ 三井の大黒」～談志も認
り《夢 寄席》
めた先々代、テレビで活
躍の先代を継ぐ五代目
三遊亭圓雀「花筏」「風 三遊亭楽之介 「紙入れ」
呂敷」～池袋演芸場10 「心眼」～三遊亭楽之介
月中席『春馬改メ六代目 の会より《粋 らくご》
三遊亭圓雀襲名披露興
嗚呼、成金の壁 #21～ 嗚呼、成金の壁 #22～
楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
匠-TAKUMI- #33

匠-TAKUMI- #31

柳亭楽輔「火焔太鼓」柳
亭信楽「風呂敷」～柳亭
信楽二ツ目昇進披露興
行～《粋 らくご》
瀧川鯉朝「宮戸川」「あ
いつのいない朝」～池袋
演芸場８月中席より《夢
寄席》
桂三若「落語の図書館」
Vol.3(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「天災
」
匠-TAKUMI- #30

7:30 テレビショッピング

テレビショッピング

テレビショッピング

テレビショッピング

8:00 桂やまと「花見の仇討ち 古今亭菊之丞「唐茄子
」～第34回桂やまと独演 屋政談」～湯島de落語
8:30 会《夢 寄席》
菊之丞ひとり会《粋 らく
ご》
9:00 テレビショッピング
テレビショッピング

春雨や雷蔵「錦明竹」「 三遊亭遊三「金明竹」「
明烏」～独演会『雷蔵八 寝床」～遊三を聴く会《
百夜』394夜《粋 らくご》 粋 らくご》
テレビショッピング

テレビショッピング

桂やまと「花見の仇討ち 春風亭柳之助「竹の水
」～第34回桂やまと独演 仙」「二十四孝」～池袋
会《夢 寄席》
演芸場10月中席より《粋
らくご》
テレビショッピング
テレビショッピング

9:30 匠-TAKUMI- #20

匠-TAKUMI- #21

匠-TAKUMI- #22

匠-TAKUMI- #23

匠-TAKUMI- #24

10:00 春風亭柳好「崇徳院」「
三井の大黒」～談志も認
10:30 めた先々代、テレビで活
躍の先代を継ぐ五代目
11:00 春雨や雷蔵「錦明竹」「
明烏」～独演会『雷蔵八
11:30 百夜』394夜《粋 らくご》

テレビショッピング

テレビショッピング

テレビショッピング

瀧川鯉朝「宮戸川」「あ
いつのいない朝」～池袋
演芸場８月中席より《夢
寄席》
テレビショッピング

柳家花緑「井戸の茶碗」
「頭山」～神楽坂伝統芸
能2019第11回神楽坂落
語まつり牛込落語会～
テレビショッピング

12:00 桂三若「落語の図書館」
Vol.4(後)～楽器カフェす
12:30 ずらん亭◇桂三若「紙入
れ」
13:00 講談 神田春陽「国定忠
治 三木文蔵の義侠 忠
13:30 治の娘」/玉田玉秀斎「
坂本龍馬とお龍」《夢
14:00 ★笑わせnight！★
#120～楽器カフェすずら
14:30 14:50～三遊亭金也「家
見舞」「そばの殿様」「そ
15:00 ば清」～三遊亭金也独
演会《粋 らくご》
15:30

★笑わせnight！★
#117～楽器カフェすずら
ん亭◇すいたんすいこう
、八福☆みずほ、おせつ
一龍齋貞山・貞鏡親子
会 一龍齋貞鏡「小村井
チャーチル御一代記 序
開き」 一龍齋貞鏡「秋色
桜」／一龍齋貞山「雲霧
仁左衛門～因果小僧六
古今亭志ん陽「芋俵」「
小言幸兵衛」～志ん陽
の会２７《粋 らくご》

★笑わせnight！★
#118～楽器カフェすずら
ん亭◇すいたんすいこう
、八福☆みずほ、おせつ
三遊亭歌武蔵「鹿政談」
「尻餅」／入船亭扇好「
看板のピン」「三井の大
黒」～第５３回歌武蔵・
扇好二人会《粋 らくご》

16:00 16:05～嗚呼、成金の壁
#23～楽器カフェすずら
16:30 ん亭◇柳亭小痴楽、桂
宮治
17:00 テレビショッピング

嗚呼、成金の壁 #24～ 嗚呼、成金の壁 #25～
楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

笑福亭仁智「源太と兄貴
」「高津の富」～笑福亭
仁智独演会《粋 らくご》

柳家花緑「井戸の茶碗」 桂よね吉「質屋蔵」～桂
「頭山」～神楽坂伝統芸 よね吉～笑えない会
17:30 三遊亭楽之介 「紙入れ」 能2019第11回神楽坂落 Legacy《夢 寄席》
「心眼」～三遊亭楽之介 語まつり牛込落語会～
18:00 の会より《粋 らくご》
三遊亭遊三「金明竹」「 三遊亭歌之介「お父さん
寝床」～遊三を聴く会《 のハンディ」、立花家橘
18:30 テレビショッピング
粋 らくご》
之助「俗曲 浮世節」～三
越薫風寄席より《粋 らく
19:00 ★笑わせnight！★
金原亭伯楽「寝床」「藪 粋な文明開化～意外な
Vol.62～楽器カフェすず 入り」～志ん生の遺伝子 二人の異文化交流～
19:30 らん亭◇すいたんすいこ ～祝・傘寿！亡き志ん朝 Vol.1 桂雀々 ゲスト：
う、八福☆みずほ、おせ と切磋琢磨した朋友が 中井貴一
20:00 つときょうた
三遊亭とん馬「稽古屋」
魅せる！《粋 らくご》
～池袋演芸場７月上席
20:30
テレビショッピング
テレビショッピング
21:00 柳亭楽輔「火焔太鼓」柳
亭信楽「風呂敷」～柳亭
信楽二ツ目昇進披露興
21:30 行～《粋 らくご》
22:00 神田松鯉「天保六花撰
玉子の強請」「源平盛衰
記より 扇の的」～あの
22:30 松之丞がほれた師匠が
人間国宝に。名人が磨
き上げた至高の話芸を
23:00 ★笑わせnight！★
#53
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
23:30 福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト：森石ミドリ
24:00 、カモメ
金原亭伯楽「寝床」「藪
入り」～志ん生の遺伝子
～祝・傘寿！亡き志ん朝
24:30 と切磋琢磨した朋友が
魅せる！《粋 らくご》
25:00 25:20～講談 一龍斎貞
水「赤穂義士外伝 誉の
刀鍛冶」《夢 寄席》
25:30
26:00 26:15～笑福亭仁智「源
太と兄貴」「高津の富」～
26:30 笑福亭仁智独演会《粋
らくご》
27:00

桂右團治「くしゃみ講釈」
「誕生日(桂三枝作)」～
池袋演芸場９月上席より
21:45～三遊亭歌之介「
お父さんのハンディ」、立
花家橘之助「俗曲 浮世
節」～三越薫風寄席より
《粋 らくご》
22:45～入船亭小辰「金
明竹」「御神酒徳利」～
NHK新人落語大賞同点
１位の実力はお墨付
き！若手トップクラスの
噺家がホールを熱くす
る！《鮮 あざやか》

瀧川鯉朝「宮戸川」「あ 三遊亭楽之介 「紙入れ」
いつのいない朝」～池袋 「心眼」～三遊亭楽之介
桂よね吉「質屋蔵」～桂 演芸場８月中席より《夢 の会より《粋 らくご》
よね吉～笑えない会
寄席》
三遊亭遊雀「堪忍袋」「 柳家甚語楼「ちりとてち
Legacy《夢 寄席》
真田小僧」 ～テンポよく ん」～柳家甚語楼の会《
テレビショッピング
11:40～テレビショッピン 粋 らくご》
グ
★笑わせnight！★
12:10～★笑わせnight！ 桂竹千代「竹千代の風
#119～楽器カフェすずら ★ #120～楽器カフェす 土記」Vol.1(前)～楽器カ
ん亭◇すいたんすいこう ずらん亭◇すいたんす フェすずらん亭
、八福☆みずほ、おせつ いこう、八福☆みずほ、
三遊亭鬼丸「らくだ」「締 13:10～古今亭志ん吉「 桂歌助「城木屋」「くだん
め込み」 内幸町タロ人 厩火事」「お面接(春風亭 」～師匠歌丸の背中を
会より《夢 寄席》
昇々作)」～早稲田大学“ 追い続けた３２年…その
非”落研が落語家に。古 遺志を胸に。《粋 らくご
桂竹千代「竹千代の風 桂歌若「壺算」「厩火事」
土記」Vol.2(後)～楽器カ ～池袋演芸場１１月上
川柳川柳「ガーコン」三 フェすずらん亭 ゲスト： 席後半より《夢 寄席》
遊亭金馬「品川心中」～ 立川寸志 桂竹千代「茗
第10回神楽坂落語まつ 金原亭馬の助「花見の テレビショッピング
り 牛込落語会《粋 らく 仇討ち」《粋 らくご》
雷門小助六「紋三郎稲
ご》
荷」「木乃伊取り」／雷門
嗚呼、成金の壁 #26～ 桂竹千代「反対俥」「サ 音助「小言幸兵衛」「の
楽器カフェすずらん亭◇ オリ９号」桂竹丸「紀州」 める」～雷門小助六・音
柳亭小痴楽、瀧川鯉八 ～竹千代とステキな師 助～第6回スケスケ兄弟
匠の落語会《夢 寄席》 会《粋 らくご》
桂右團治「くしゃみ講釈」 テレビショッピング
テレビショッピング
「誕生日(桂三枝作)」～
池袋演芸場９月上席より 三笑亭茶楽「芝浜」～池 桂三若「落語の図書館」
袋演芸場10月中席より《 Vol.1～楽器カフェすずら
《粋 らくご》
立川平林「一目上がり」「 露の新治「阿弥陀池」～ ん亭◇桂三若「鯛(桂三
たらちね」～第66回立川 露の新治落語会《粋 ら 枝作)」「青菜」
テレビショッピング
平林独演会《夢 寄席》 テレビショッピング

★笑わせnight！★ #53
～楽器カフェすずらん亭
27:30 三遊亭とん馬「替わり目 ◇すいたんすいこう、八
」～池袋演芸場７月上席 福☆みずほ、おせつとき

5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30

桂竹千代「竹千代の風 10:00
土記」Vol.1(後)～楽器カ
10:30
フェすずらん亭
春風亭柳之助「竹の水
仙」「二十四孝」～池袋
演芸場10月中席より《粋
らくご》
講談：神田香織「福島の
祈り」～３．１１を決して
忘れない。一生をかけて
語り継いでいく結末のな
三遊亭鳳楽「鹿政談」～
円生百席に挑戦第41回
春風亭一花「幇間腹」古
今亭菊千代「星野屋」～
高座に咲いた花ずらり。
華やかに神楽坂女子
桂米多朗「歳そば」～桂
米多朗の会《粋 らくご》
テレビショッピング

11:00

林家たけ平「唐茄子屋
政談」、春風亭正太郎「
ちりとてちん」～『きらくな
ふたり たけ平・正太郎』
～林家＆春風亭期待の
プリンスたちによる大人
テレビショッピング

15:30

11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

16:00
16:30
17:00

桂三若「落語の図書館」 17:30
Vol.2(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「初恋 18:00
」(桂三枝作)
テレビショッピング
18:30

粋な文明開化～意外な
二人の異文化交流～
Vol.3ホスト：桂雀々 ゲ
スト：田中要次

テレビショッピング

テレビショッピング

テレビショッピング

三遊亭圓雀「花筏」「風
呂敷」～池袋演芸場10
月中席『春馬改メ六代目
三遊亭圓雀襲名披露興
行』《粋 らくご》
柳家甚語楼「ちりとてち
ん」～柳家甚語楼の会《
粋 らくご》

粋な文明開化～意外な 21:00
二人の異文化交流～
Vol.5 ホスト：桂雀々 ゲ
21:30
スト：松尾貴史

金原亭馬生、古今亭菊
春、ほか～名門馬生一
門新春恒例の大人気落
語会！“笑う門には福来
る”家族揃って楽しめる
講談：神田香織「福島の 正統派落語で初笑い！《
祈り」～３．１１を決して 極 名人噺》
忘れない。一生をかけて
語り継いでいく結末のな
い物語《夢 寄席》
23:15～桂右團治「くしゃ 23:15～金原亭伯楽「寝
み講釈」「誕生日(桂三枝 床」～志ん生の遺伝子
作)」～池袋演芸場９月 ～祝・傘寿！亡き志ん朝
上席より《粋 らくご》
と切磋琢磨した朋友が
魅せる！《粋 らくご》
金原亭馬生、古今亭菊 三遊亭金也「家見舞」「 古今亭志ん陽「芋俵」「
春、ほか～名門馬生一 そばの殿様」「そば清」 小言幸兵衛」～志ん陽
門新春恒例の大人気落 ～三遊亭金也独演会《 の会２７《粋 らくご》
語会！“笑う門には福来 粋 らくご》
る”家族揃って楽しめる
正統派落語で初笑い！《
極 名人噺》

26:15～柳家さん喬「寝
床」～三越落語会より《
粋 らくご》

三遊亭圓雀「花筏」「風
呂敷」～池袋演芸場10
月中席『春馬改メ六代目
三遊亭圓雀襲名披露興
桂三若「落語の図書館」
Vol.4(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「紙入
れ」
桂文雀「四段目」～桂文
雀独演会《夢 寄席》
テレビショッピング

粋な文明開化～意外な
二人の異文化交流～
Vol.2 ホスト：桂雀々 ゲ
スト：根本要(スターダス
ト☆レビュー)

桂竹千代「反対俥」「サ
オリ９号」桂竹丸「紀州」
～竹千代とステキな師
匠の落語会《夢 寄席》

雷門小助六「紋三郎稲
荷」「木乃伊取り」／雷門
音助「小言幸兵衛」「の
める」～雷門小助六・音
助～第6回スケスケ兄弟
会《粋 らくご》

匠-TAKUMI- #28

3月29日
日

林家たけ平「唐茄子屋
政談」、春風亭正太郎「
ちりとてちん」～『きらくな
ふたり たけ平・正太郎』
～林家＆春風亭期待の
プリンスたちによる大人
気落語会！《夢 寄席》
★笑わせnight！★ #54 嗚呼、成金の壁 #23～
～楽器カフェすずらん亭 楽器カフェすずらん亭◇
◇すいたんすいこう、八 柳亭小痴楽、桂宮治
福☆みずほ、おせつとき

粋な文明開化～意外な E～落語[エレクトーン× 19:00
二人の異文化交流～
落語] Vol.2 出演：桂竹
19:30
Vol.4 ホスト：桂雀々 ゲ 千代、三遊亭遊子
スト：綾田俊樹
20:00

おせつときょうた、桂華
紋 令和元年度Ｗ受賞
記念 本当の兄弟会～
史上初！令和最初の漫
才新人大賞、ＮＨＫ新人
落語大賞を兄弟で受賞
の快挙！《鮮 あざやか
》
春雨や雷蔵「蒟蒻問答」
～雷蔵八百夜 369夜《粋
らくご》
桂歌助「城木屋」「くだん 嗚呼、成金の壁 #24～
」～師匠歌丸の背中を 楽器カフェすずらん亭◇
追い続けた３２年…その 柳亭小痴楽、桂宮治
遺志を胸に。《粋 らくご
》
桂歌若「壺算」「厩火事」 講談：神田香織「福島の
～池袋演芸場１１月上 祈り」～３．１１を決して
席後半より《夢 寄席》 忘れない。一生をかけて
24:45～桂三若「落語の 語り継いでいく結末のな
図書館」Vol.3(前)～楽器 い物語《夢 寄席》
カフェすずらん亭◇桂三
三遊亭鳳楽「鹿政談」～
若「天災」
円生百席に挑戦第41回
《粋 らくご》
柳家小さん「与話情浮世 桂枝太郎「ユキヤナギ」
恋床(一席二噺)」「化け ～浅草演芸ホール12月
物寺」～独演会 大名跡 下席《夢 寄席》
に負けない個性。軽や 柳亭楽輔「火焔太鼓」柳
かに、味わい深く《粋 ら 亭信楽「風呂敷」～柳亭
信楽二ツ目昇進披露興
くご》
行～《粋 らくご》
嗚呼、成金の壁 #24～ 嗚呼、成金の壁 #25～
楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

20:30

22:00
22:30
桂春蝶「世帯念仏」「野
崎詣り」「『行と業』〜わ
たしは千日回峰行を生
きました〜」 ～二代目春
蝶の子にして三代目春
團治の弟子、上方落語
のイケメン人気者が落語
で語る、命、死生観、人
間愛～《夢 寄席》

23:00

三遊亭わん丈「来場御
礼」「子ほめのイヤホン
ガイド」「五貫裁き」～新
作の神様・円丈がすべ
てを託す愛弟子！新作
、古典を引っ提げてホー
ルで大暴れ！《夢 寄席
》三遊亭萬窓「庖丁」～咄
と小唄の会《粋 らくご》
嗚呼、成金の壁 #26～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

25:00

23:30
24:00
24:30

25:30
26:00
26:30
27:00
27:30

3月30日
月

3月31日
火

4:00 桂右團治「くしゃみ講釈」
「誕生日(桂三枝作)」～
4:30 池袋演芸場９月上席より
《粋 らくご》
5:00 三遊亭全楽「文七元結」
～独演会「全楽GO！」よ
5:30 り《夢 寄席》

水

木

金

土

日

三遊亭圓雀「花筏」「風
呂敷」～池袋演芸場10
月中席『春馬改メ六代目
三遊亭圓雀襲名披露興
春風亭柳好「崇徳院」「
三井の大黒」～談志も認
めた先々代、テレビで活
躍の先代を継ぐ五代目
6:00 ★笑わせnight！★
★笑わせnight！★
#117～楽器カフェすずら #118～楽器カフェすずら
6:30 ん亭◇すいたんすいこう ん亭◇すいたんすいこう
、八福☆みずほ、おせつ 、八福☆みずほ、おせつ
7:00 匠-TAKUMI- #34
匠-TAKUMI- #33

4:00

7:30 テレビショッピング

7:30

テレビショッピング

4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00

8:00 柳家甚語楼「ちりとてち 桂やまと「花見の仇討ち
ん」～柳家甚語楼の会《 」～第34回桂やまと独演
8:30 粋 らくご》
会《夢 寄席》

8:00

9:00 テレビショッピング

テレビショッピング

9:00

9:30 匠-TAKUMI- #20

匠-TAKUMI- #21

9:30

8:30

10:00 桂よね吉「質屋蔵」～桂 桂右團治「くしゃみ講釈」
よね吉～笑えない会
「誕生日(桂三枝作)」～
10:30 Legacy《夢 寄席》
池袋演芸場９月上席より
《粋 らくご》
11:00 立川平林「一目上がり」「 桂雀々「東之旅」～桂雀
たらちね」～第66回立川 々独演会『春の今宵』《
11:30 平林独演会《夢 寄席》 粋 らくご》

10:00

12:00 桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.2(前)～楽器カ
12:30 フェすずらん亭 ゲスト：
立川寸志
13:00 桂歌助「思ひ出」「御神
酒徳利」～歌助一笑会《
13:30 粋 らくご》

12:00

桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.2(後)～楽器カ
フェすずらん亭 ゲスト：
立川寸志 桂竹千代「茗
金原亭馬の助「花見の
仇討ち」「ねずみ穴」《粋
らくご》

14:00
14:30 柳家小さん「与話情浮世
恋床(一席二噺)」「化け
15:00 物寺」～独演会 大名跡
に負けない個性。軽や
15:30 かに、味わい深く《粋 ら
くご》
16:00 桂三若「落語の図書館」
Vol.2(後)～楽器カフェす
16:30 ずらん亭◇桂三若「文七
元結」
17:00 古今亭志ん陽「芋俵」「
小言幸兵衛」～志ん陽
17:30 の会２７《粋 らくご》

10:30
11:00
11:30

12:30
13:00
13:30
14:00

三遊亭わん丈「来場御
礼」「子ほめのイヤホン
ガイド」「五貫裁き」～新
作の神様・円丈がすべ
てを託す愛弟子！新作
、古典を引っ提げてホー
新宿角座寄席 特選！真
打の会 #47：笑福亭竹三
「ぜんざい公社」、三笑
亭可風「たらちね」
テレビショッピング

14:30

17:30

18:00

春風亭柳橋 「堀の内」「
妾馬」～春風亭柳橋の
会より《粋 らくご》

18:30 テレビショッピング

テレビショッピング

18:30

19:00 金原亭馬玉、金原亭馬
治、蜃気楼龍玉「牡丹燈
19:30 籠リレー」～三雄会▽金
原亭馬玉「お露新三郎」
20:00 ／金原亭馬治「お札は
がし」／蜃気楼龍玉「栗
20:30 テレビショッピング

雷門小助六「紋三郎稲
荷」「木乃伊取り」／雷門
音助「小言幸兵衛」「の
める」～雷門小助六・音
助～第6回スケスケ兄弟
会《粋 らくご》
テレビショッピング

19:00

21:00 三遊亭圓雀「花筏」「風
呂敷」～池袋演芸場10
月中席『春馬改メ六代目
21:30 三遊亭圓雀襲名披露興
行』《粋 らくご》
22:00 桂やまと「花見の仇討ち
」～第34回桂やまと独演
会《夢 寄席》
22:30

三遊亭全楽「文七元結」
～独演会「全楽GO！」よ
り《夢 寄席》

21:00

古今亭菊之丞「唐茄子
屋政談」～湯島de落語
菊之丞ひとり会《粋 らく
ご》

22:00

23:00 嗚呼、成金の壁 #25～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八
23:30

講談：神田香織「福島の
祈り」～３．１１を決して
忘れない。一生をかけて
語り継いでいく結末のな
い物語《夢 寄席》
24:15～桂歌助「城木屋」
「くだん」～師匠歌丸の
背中を追い続けた３２年
…その遺志を胸に。《粋
らくご》
25:15～桂歌若「壺算」「
厩火事」～池袋演芸場１
１月上席後半より《夢
寄席》

23:00

24:00 笑福亭仁智「源太と兄貴
」「高津の富」～笑福亭
仁智独演会《粋 らくご》
24:30

25:00 25:15～桂三若「落語の
図書館」Vol.4(前)～楽器
カフェすずらん亭◇桂三
25:30 25:45～金原亭馬生「品
川心中」「安兵衛狐」～
扇遊・馬生ふたり会より《
26:00 粋 らくご》
三遊亭歌太郎「磯の鮑」
「あくび指南」～歌太郎
26:30
ひとり会『春 乾坤一擲』《
夢 寄席》
27:00 三遊亭遊雀「堪忍袋」「 桂三若「落語の図書館」
真田小僧」 ～テンポよく Vol.1～楽器カフェすずら
27:30 たたみかける語り口。脂 ん亭◇桂三若「鯛(桂三
が乗り切った爆笑必至 枝作)」「青菜」

15:00
15:30
16:00
16:30
17:00

18:00

19:30
20:00
20:30

21:30

22:30

23:30
24:00
24:30
25:00
25:30
26:00
26:30
27:00
27:30

