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

8月2日
日

桂雀々「東之旅」～桂雀 柳家小満ん「黒雲お辰」 4:00
々独演会『春の今宵』《粋 ～柳家小満んの会より《
4:30
らくご》
粋 らくご》
三遊亭遊馬「たちきり」～ 三遊亭楽之介 「紙入れ」 5:00
三遊亭遊馬独演会《粋 「心眼」～三遊亭楽之介
5:30
らくご》
の会より《粋 らくご》
氣になるふたり会 #2～
楽器カフェすずらん亭：
三遊亭司「お見立て」古
今亭志ん八「取扱説明書
三遊亭圓王「湯屋番」～
圓王一門会より《粋 らく
テレビショッピング

氣になるふたり会 #3～
楽器カフェすずらん亭：
三遊亭司「短命」古今亭
志ん八「牛ほめ」
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

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

8:30

古今亭 志ん輔 「真景累 桂夏丸「いが栗」「懐かし 8:00
ヶ淵」第七段～志ん輔の のＣＭ」～寿真打昇進披
8:30
会より《粋 らくご》
露興行より《夢 寄席》

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- #26

匠-TAKUMI- #28

9:30

10:00

テレビショッピング

テレビショッピング

10:00

10:30

11:30

★笑わせnight！★ #63
～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！★ #64 10:30
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八 11:00
福☆みずほ、おせつとき
11:30
テレビショッピング

12:00

匠-TAKUMI- #27

匠-TAKUMI- #29

12:00

12:30

テレビショッピング

テレビショッピング

12:30

13:00

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》
テレビショッピング

三遊亭遊史郎「紙入れ」「 13:00
お見立て」～青山学院大
学落語研究会から小遊 13:30
三の弟子に。得意の若
14:00
テレビショッピング

11:00

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
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

風間杜夫の落語会「夢の 14:30
酒」《夢 寄席》
青山らくご～落語界と演 15:00
劇界がクロスする３日間
【千秋楽】～令和の推しメ 15:30
ンの会～林家木りん「金
明竹」、瀧川鯉斗「紙入 16:00
れ」、五明樓玉の輔「子
別れ」、トークゲスト：正 16:30
司花江《夢 寄席》
CSもえよせ 春風亭吉好 三遊亭萬窓「庖丁」～咄 17:00
のヲタク落語会Vol.6(後) と小唄の会《粋 らくご》
17:30
～楽器カフェすずらん亭 テレビショッピング
ゲスト：朴 璐美
18:05～六代目柳家小さ 三遊亭王楽「ふだんの袴 18:00
ん「長者番付」～小さん 」「五人廻し」～三遊亭王
ひとり千一夜《粋 らくご》 楽のにぎわい道場(第三 18:30
十八回)より《粋 らくご》
隅田川馬石「鰍沢」～フ 桂歌助「城木屋」「くだん」 19:00
ランボヤン寄席より《夢 ～師匠歌丸の背中を追
寄席》
い続けた３２年…その遺 19:30
志を胸に。《粋 らくご》
氣になるふたり会 #4～ CSもえよせ 春風亭吉好 20:00
楽器カフェすずらん亭： のヲタク落語会Vol.5(前)
三遊亭司「宮戸川」古今 ～楽器カフェすずらん亭 20:30
亭志ん八「ニコチン」
ゲスト：竹内順子
歌太郎改メ 三遊亭志う 三遊亭楽大「紙入れ」「粗 21:00
歌「文七元結」 真打昇 忽の釘」真打昇進披露特
進披露特別公演 ～
別高座～大ファンの伊集
21:30
NHK新人落語大賞受賞 院光の落語家時代の高
の大器がついに真打
座名を受け継いで。岩手
春風亭昇乃進「看板のピ 古今亭菊之丞「唐茄子屋 22:00
ン」「取り調べ中」～テン 政談」～湯島de落語 菊
ポのよい語り口で新作も 之丞ひとり会《粋 らくご》
22:30
古典も。登場人物たちが
生き生きと高座から浮か
三遊亭圓遊「野ざらし」他 瀧川鯉朝「街角のあの娘 23:00
一席～独演会『圓遊を聴 」「松山鏡」～落語界の異
く会』より《粋 らくご》
端児、古典落語だけでな
23:30
く、マニアックともいわれ
る新作落語も《夢 寄席》
三遊亭笑遊「祇園祭」「三 三遊亭圓馬「青菜」「短命 24:00
軒長屋(上)」～年齢を感 」～弟子のママさん落語
じさせない破天荒なはじ 家・藍馬の真打昇進の喜
24:30
けぶり！大きな地声で大 びを高座に！自慢の酔
爆笑を誘いみんなを元気 っぱらい芝居にますます
三遊亭藍馬「猿後家」「王 桂三若「落語の図書館」 25:00
子の狐」 真打昇進披露 Vol.2(前)～楽器カフェす
興行～元大相撲力士と ずらん亭◇桂三若「初恋
25:30
結婚し２児のママに。子 」(桂三枝作)
供たちの笑顔を力に！《
古今亭志ん五「警察２３ 柳家蝠丸「奥山の首」「寝 26:00
時ごろ」「子別れ」～道楽 床」～池袋演芸場９月上
亭出張寄席 古今亭志ん 席より《粋 らくご》
26:30
五《夢 寄席》
鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀池
」桂三四郎「全くの逆」～
鶴瓶が名付け親の会が
今年も開催！元祖イケメ
桂歌春「強情灸」「長命
(短命)」～池袋演芸場１１
月上席後半より《粋 らく
ご》
テレビショッピング

嗚呼、成金の壁 #6～楽 嗚呼、成金の壁 #7～楽 27:00
器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、春風亭昇々 亭小痴楽、春風亭昇々
27:30

8月3日

8月4日

8月5日

8月6日

8月7日

8月8日

月

火

水

木

金

土

三遊亭王楽「徂徠豆腐」 桂歌春「紙入れ」「たがや 古今亭志ん輔「三十石」
家権太楼独演会より《粋 ～第三十九回にぎわい 」～亡き師匠から受け継 ～志ん輔の会《粋 らくご
道場《粋 らくご》
いだ紋付袴と「ネタ」「落 》
語を残すのは落語家の
5:00 桂 花團治「立ちきれ」～ 金原亭馬の助「花見の仇 立川左談次「阿武松」～ 柳家花緑「紺屋高尾」～
かみがたらくご花團治の 討ち」《粋 らくご》
落語家生活五十周年記 独演会 花緑ごのみ
5:30 宴 -en-《粋 らくご》
念興行より《粋 らくご》 (2015年5月23日収録)《
粋 らくご》
6:00 氣になるふたり会 #5～ 氣になるふたり会 #6～ 氣になるふたり会 #7～ 氣になるふたり会 #8～
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：
6:30 春風亭朝也「やかんなめ 春風亭朝也「猿後家」古 三遊亭司「洒落番頭」春 春風亭朝也「小粒」、三
」古今亭志ん八「粗忽の 今亭志ん八「出目金」
風亭朝也「星野屋」
遊亭司「ねずみ穴」
7:00 匠-TAKUMI- #20
匠-TAKUMI- #22
匠-TAKUMI- #24
匠-TAKUMI- #26

入船亭扇遊「口入れ屋」「
三井の大黒」～米丸、小
三治、文枝、文珍、染丸
、権太楼、志の輔、雲助
金原亭伯楽「藪入り」～
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
桂竹千代「竹千代の風土
記」Vol.1(前)～楽器カフェ
すずらん亭

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
橘家仲蔵「寝床」「ねずみ
」～橘家仲蔵独演会《粋
らくご》

7:30 テレビショッピング

テレビショッピング

4:00 柳家権太楼「鰍沢」～柳
4:30 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

8:00 橘家圓太郎「甲府い(こう 入船亭扇遊「口入れ屋」「 神田松鯉「天保六花撰

匠-TAKUMI- #28

金原亭馬生「品川心中」 橘家圓太郎「甲府い(こう
ふぃ）」～池袋演芸場３月 三井の大黒」～米丸、小 玉子の強請」「源平盛衰 ～扇遊・馬生ふたり会よ ふぃ）」～池袋演芸場３月
8:30 上席より《粋 らくご》
三治、文枝、文珍、染丸 記より 扇の的」～あの松 り《粋 らくご》
上席より《粋 らくご》
、権太楼、志の輔、雲助 之丞がほれた師匠が人
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
9:30 匠-TAKUMI- #21

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

13:30 古今亭文菊「紙入れ」「天 三遊亭全楽「文七元結」

桂佐ん吉「堪忍袋」「愛宕
災」～よこはま文菊開花 ～独演会「全楽GO！」よ 山」《夢 寄席》
14:00 亭より《粋 らくご》
り《夢 寄席》
14:30 14:45～柳家甚語楼「ちり テレビショッピング

テレビショッピング

とてちん」～柳家甚語楼

15:00 の会《粋 らくご》

橘ノ圓満「蒟蒻問答」「に 三遊亭圓雀「花筏」～池
ゅう」～日本橋で圓満会《 袋演芸場10月中席『春馬
15:30 テレビショッピング
粋 らくご》
改メ六代目三遊亭圓雀
襲名披露興行』《粋 らく
16:00 嗚呼、成金の壁 #12～楽 ★笑わせnight！★ #67 ★笑わせnight！★ #68
器カフェすずらん亭◇瀧 ～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭
16:30 川鯉八、春風亭昇々、昔 ◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八
昔亭Ａ太郎
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき
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
17:30 金原亭馬治「お見立て」

金原亭世之介＆ＲＡＧＧ
馬治丹精会～馬生ゆず ～落語ミュージカル「お
18:00 りの粋を堪能。日々進化 菊の皿」《夢 寄席》
する正統派！《夢 寄席》
18:30 テレビショッピング
テレビショッピング

金原亭世之介＆ＲＡＧＧ
～落語ミュージカル「泣
いた赤鬼」《夢 寄席》
テレビショッピング

19:00 三遊亭王楽「ふだんの袴 三遊亭歌太郎「磯の鮑」「 古今亭文菊「紙入れ」「天

」「試し酒」「五人廻し」～ あくび指南」～歌太郎ひ 災」～よこはま文菊開花
とり会『春 乾坤一擲』《夢 亭より《粋 らくご》
道場(第三十八回)より《 寄席》
20:00 粋 らくご》
三遊亭萬窓「庖丁」～咄
と小唄の会《粋 らくご》
20:30 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
19:30 三遊亭王楽のにぎわい

21:00 柳家さん喬「寝床」～三

23:00 桂竹千代「竹千代学習会
23:30

」Vol.2(前)～楽器カフェす
ずらん亭 ゲスト：春風亭
柳若

24:00 三笑亭可龍「蛙茶番」「城
24:30

木屋」～落語界の氷川き
よし！柔らかな語り口と
艶で魅了《粋 らくご》

25:00 桂竹千代「竹千代の風土
25:30

記」Vol.2(前)～楽器カフェ
すずらん亭 ゲスト：立川
寸志

26:00 三遊亭歌太郎「磯の鮑」「
26:30

あくび指南」～歌太郎ひ
とり会『春 乾坤一擲』《夢
寄席》

27:00 嗚呼、成金の壁 #9～楽
27:30

器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉八、桂宮治

柳家さん喬「寝床」～三 5:00
越落語会より《粋 らくご
5:30
》

柳家権太楼「鰍沢」～柳 三遊亭王楽「徂徠豆腐」 8:00
家権太楼独演会より《粋 ～第三十九回にぎわい
8:30
らくご》
道場《粋 らくご》
テレビショッピング

匠-TAKUMI- #27

テレビショッピング

9:00

匠-TAKUMI- #33

9:30

テレビショッピング

10:00

鯉斗に訊け！！#6～楽 10:30
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭 11:00
昇吾
11:30
テレビショッピング
匠-TAKUMI- #34

12:00

テレビショッピング

12:30

柳家東三楼「寝床」～柳 金原亭伯楽「寝床」～志 桂三若「落語の図書館」 13:00
家東三楼「遅れてきた怪 ん生の遺伝子～祝・傘 Vol.4(後)～楽器カフェす
嗚呼、成金の壁 #9～楽 物」《夢 寄席》
寿！亡き志ん朝と切磋 ずらん亭◇桂三若「紙入 13:30
器カフェすずらん亭◇瀧
琢磨した朋友が魅せ
れ」
嗚呼、成金の壁 #10～楽 歌太郎改メ 三遊亭志う 春風亭一左「そば清」「粗 14:00
川鯉八、桂宮治
器カフェすずらん亭◇瀧 歌「文七元結」 真打昇 忽の釘」～言葉のひとつ
テレビショッピング
川鯉八、桂宮治
進披露特別公演 ～
ひとつを大切に。師匠・ 14:30
NHK新人落語大賞受賞 一朝直伝の江戸前落語
三遊亭道楽「替わり目」 古今亭文菊「紙入れ」「天 春風亭昇乃進「看板のピ 15:05～桂三若「寝床」～ 15:00
～第１３回 三遊亭道楽 災」～よこはま文菊開花 ン」「取り調べ中」～テン 花のお江戸で十八番勝
15:30
落語会《粋 らくご》
亭より《粋 らくご》
ポのよい語り口で新作も 負６《夢 寄席》
古典も。登場人物たちが
★笑わせnight！★ #69 16:15～三遊亭全楽「文 三遊亭王楽「徂徠豆腐」 嗚呼、成金の壁 #11～楽 16:00
～楽器カフェすずらん亭 七元結」～独演会「全楽 ～第三十九回にぎわい 器カフェすずらん亭◇瀧
◇すいたんすいこう、八 GO！」より《夢 寄席》
道場《粋 らくご》
川鯉八、春風亭昇々、昔 16:30
福☆みずほ、おせつとき
昔亭Ａ太郎
テレビショッピング
17:15～雷門小助六「紋 桂三若「落語の図書館」 桂歌春「紙入れ」「たがや 17:00
三郎稲荷」／雷門音助「 Vol.4(前)～楽器カフェす 」～亡き師匠から受け継
三遊亭歌司「江島屋」～ 小言幸兵衛」～雷門小助 ずらん亭◇桂三若「秘伝 いだ紋付袴と「ネタ」「落 17:30
歌さんをきく会《粋 らくご 六・音助～第6回スケス 書」
語を残すのは落語家の
★笑わせnight！★ #70 桂三四郎「十七歳」「那須 三遊亭歌太郎「磯の鮑」「 18:00
》
～楽器カフェすずらん亭 与一 名誉の扇の的」～ あくび指南」～歌太郎ひ
テレビショッピング
◇すいたんすいこう、八 元祖No.1イケメン落語家 とり会『春 乾坤一擲』《夢 18:30
福☆みずほ、おせつとき が噺家生活15周年記念 寄席》
金原亭馬治「お見立て」 金原亭世之介＆ＲＡＧＧ 金原亭世之介＆ＲＡＧＧ 三遊亭歌司「江島屋」～ 19:00
馬治丹精会～馬生ゆず ～落語ミュージカル「お ～落語ミュージカル「泣 歌さんをきく会《粋 らくご
19:30
19:45～三遊亭金時「佃 菊の皿」《夢 寄席》
いた赤鬼」《夢 寄席》
》
祭」～金時寄席《粋 らく
嗚呼、成金の壁 #27～楽 嗚呼、成金の壁 #28～楽 CSもえよせ 春風亭吉好 20:00
ご》
器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳 のヲタク落語会Vol.21(前)
20:30
テレビショッピング
亭小痴楽、瀧川鯉八
亭小痴楽、瀧川鯉八
～ゲスト：鈴木みのり
テレビショッピング

金原亭馬玉、金原亭馬 21:00
治、蜃気楼龍玉「牡丹燈
籠リレー」～三雄会▽金
21:30
原亭馬玉「お露新三郎」
／金原亭馬治「お札はが
古今亭志ん輔「三十石」 桂よね吉「不動坊」～『笑 し」／蜃気楼龍玉「栗橋 22:00
～志ん輔の会《粋 らくご えない会Legacy』より《夢 宿」《夢 寄席》
》
寄席》
瀧川鯉橋「宿屋の富」～ 22:30
こいのつなわたり其ノ十
三《粋 らくご》
歌太郎改メ 三遊亭志う 桂三若「落語の図書館」 笑福亭福笑「コロナ狂詩 23:00
歌「文七元結」 真打昇 Vol.3(後)～楽器カフェす 曲」「猫の恩返し」～爆笑
進披露特別公演 ～
ずらん亭◇桂三若「植木 王桂枝雀の座を引き継
23:45～古今亭文菊「紙 23:30
NHK新人落語大賞受賞 屋娘」
入れ」「天災」～よこはま
の大器がついに真打
文菊開花亭より《粋 らく
24:00
三遊亭遊馬「やかん」「百 六代目玉屋柳勢(柳亭市
ご》
川」～三遊亭遊馬独演会 楽 改メ)「ねずみ」「大工
《粋 らくご》
調べ(上)」～柳亭市馬の
24:30
一番弟子がついに真打
昇進！威勢のいい名跡
嗚呼、成金の壁 #26～楽 三遊亭王楽「ふだんの袴 嗚呼、成金の壁 #27～楽 25:00
器カフェすずらん亭◇柳 」「試し酒」「五人廻し」～ 器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、瀧川鯉八
三遊亭王楽のにぎわい 亭小痴楽、瀧川鯉八
25:30
道場(第三十八回)より《
粋 らくご》
三遊亭歌司「江島屋」～
柳家花緑「井戸の茶碗」「 26:00
歌さんをきく会《粋 らくご
頭山」～神楽坂伝統芸能
》
2019第11回神楽坂落語
26:30
三遊亭楽生「寿限無」～
まつり牛込落語会～戦
第58回三遊亭楽生独演
後最年少真打昇進のサ
会《夢 寄席》
嗚呼、成金の壁 #10～楽 嗚呼、成金の壁 #11～楽 嗚呼、成金の壁 #12～楽 ★笑わせnight！★ #67 ★笑わせnight！★ #68 ★笑わせnight！★ #69 27:00
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧 ～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
川鯉八、桂宮治
川鯉八、春風亭昇々、昔 川鯉八、春風亭昇々、昔 ◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八
27:30
昔亭Ａ太郎
昔亭Ａ太郎
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト：錦鯉、あ ょうた ゲスト：錦鯉、あ ょうた ゲスト：シューティ

金原亭伯楽「寝床」～志
越落語会より《粋 らくご ん生の遺伝子～祝・傘
》
寿！亡き志ん朝と切磋
21:30
琢磨した朋友が魅せ
る！《粋 らくご》
22:00 春風亭柳橋 「堀の内」「 柳家権太楼「鰍沢」～柳
妾馬」～春風亭柳橋の会 家権太楼独演会より《粋
より《粋 らくご》
らくご》
22:30

金原亭馬生「品川心中」 4:00
～扇遊・馬生ふたり会よ
4:30
り《粋 らくご》

桂竹千代「竹千代の風土 桂竹千代「竹千代の風土 6:00
記」Vol.1(後)～楽器カフェ 記」Vol.2(前)～楽器カフェ
すずらん亭
すずらん亭 ゲスト：立川 6:30
寸志
三遊亭圓輔「船徳」～池 瀧川鯉朝「あいつのいな 7:00
袋演芸場６月中席より《 い朝」～池袋演芸場８月
7:30
テレビショッピング
テレビショッピング

柳家さん喬「寝床」～三 匠-TAKUMI- #30
越落語会より《粋 らくご
10:00 立川左談次「阿武松」～ 柳家花緑「紺屋高尾」～ 金原亭伯楽「藪入り」～ 橘家仲蔵「寝床」「ねずみ 》
テレビショッピング
落語家生活五十周年記 独演会 花緑ごのみ
志ん生の遺伝子～祝・傘 」～橘家仲蔵独演会《粋
10:30 念興行より《粋 らくご》
テレビショッピング
鯉斗に訊け！！#5～楽
(2015年5月23日収録)《 寿！亡き志ん朝と切磋 らくご》
器カフェすずらん亭◇瀧
粋 らくご》
琢磨した朋友が魅せ
11:00 入船亭扇遊「口入れ屋」「 神田松鯉「天保六花撰
金原亭馬生「品川心中」 橘家圓太郎「甲府い(こう 匠-TAKUMI- #29
川鯉斗 ゲスト：春風亭
三井の大黒」～米丸、小 玉子の強請」「源平盛衰 ～扇遊・馬生ふたり会よ ふぃ）」～池袋演芸場３月
昇吾
11:30 三治、文枝、文珍、染丸 記より 扇の的」～あの松 り《粋 らくご》
テレビショッピング
テレビショッピング
上席より《粋 らくご》
、権太楼、志の輔、雲助 之丞がほれた師匠が人
12:00 嗚呼、成金の壁 #27～楽 嗚呼、成金の壁 #28～楽 CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好 匠-TAKUMI- #31
器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳 のヲタク落語会Vol.21(前) のヲタク落語会Vol.21(後) のヲタク落語会Vol.22(後)
12:30 亭小痴楽、瀧川鯉八
テレビショッピング
亭小痴楽、瀧川鯉八
～ゲスト：鈴木みのり
～ゲスト：鈴木みのり
ゲスト：小清水亜美
13:00 テレビショッピング

匠-TAKUMI- #23

8月9日
日

三遊亭全楽「文七元結」
～独演会「全楽GO！」よ
り《夢 寄席》
21:58～春風亭一左「そ
ば清」「粗忽の釘」～言葉
のひとつひとつを大切に
。師匠・一朝直伝の江戸
前落語を披露！《鮮 あ
ざやか》

三遊亭歌太郎「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
六代目玉屋柳勢(柳亭市
楽 改メ)「ねずみ」「大工
調べ(上)」～柳亭市馬の
一番弟子がついに真打
昇進！威勢のいい名跡
六代目玉屋柳勢(柳亭市 桂竹千代「竹千代学習会 桂三若「落語の図書館」
楽 改メ)「ねずみ」「大工 」Vol.2(後)～楽器カフェす Vol.3(前)～楽器カフェす
調べ(上)」～柳亭市馬の ずらん亭 ゲスト：春風亭 ずらん亭◇桂三若「天災
一番弟子がついに真打 柳若
」
昇進！威勢のいい名跡
三遊亭王楽「ふだんの袴 三遊亭遊馬「品川心中 三遊亭神楽「抜け雀」～
」「試し酒」「五人廻し」～ (上・下)」～三遊亭遊馬 第58回三遊亭神楽 落語
三遊亭王楽のにぎわい 独演会《粋 らくご》
らいぶ《粋 らくご》
道場(第三十八回)より《
粋 らくご》
桂竹千代「竹千代の風土 嗚呼、成金の壁 #25～楽
記」Vol.2(後)～楽器カフェ 器カフェすずらん亭◇柳
すずらん亭 ゲスト：立川 亭小痴楽、瀧川鯉八
笑福亭鉄瓶「宮戸川」～
寸志 桂竹千代「茗荷宿」
鉄瓶・佐ん吉 落語ライブ
、立川寸志「鮫講釈」
《夢 寄席》
金原亭馬治「お見立て」 金原亭世之介＆ＲＡＧＧ 金原亭世之介＆ＲＡＧＧ
馬治丹精会～馬生ゆず ～落語ミュージカル「お ～落語ミュージカル「泣
りの粋を堪能。日々進化 菊の皿」《夢 寄席》
いた赤鬼」《夢 寄席》
する正統派！《夢 寄席》

柳家花緑「紺屋高尾」～ 林家正雀「牡丹燈籠 お
独演会 花緑ごのみ
札はがし」《粋 らくご》
(2015年5月23日収録)《
粋 らくご》

8月10日

8月11日

8月12日

8月13日

8月14日

8月15日

月

火

水

木

金

土

8月16日
日

4:00 春風亭柳橋 「堀の内」「 入船亭扇遊「口入れ屋」「 神田松鯉「天保六花撰

金原亭馬生「品川心中」 橘家圓太郎「甲府い(こう 柳家権太楼「鰍沢」～柳 桂歌春「紙入れ」「たがや
～扇遊・馬生ふたり会よ ふぃ）」～池袋演芸場３月 家権太楼独演会より《粋 」～亡き師匠から受け継
り《粋 らくご》
上席より《粋 らくご》
らくご》
いだ紋付袴と「ネタ」「落
語を残すのは落語家の
立川左談次「阿武松」～ 金原亭伯楽「寝床」～志 桂 花團治「立ちきれ」～ 金原亭馬の助「花見の仇
落語家生活五十周年記 ん生の遺伝子～祝・傘 かみがたらくご花團治の 討ち」《粋 らくご》
念興行より《粋 らくご》 寿！亡き志ん朝と切磋 宴 -en-《粋 らくご》
琢磨した朋友が魅せ
嗚呼、成金の壁 #26～楽 嗚呼、成金の壁 #27～楽 嗚呼、成金の壁 #28～楽 CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好
器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳 のヲタク落語会Vol.21(前) のヲタク落語会Vol.21(後)
亭小痴楽、瀧川鯉八
亭小痴楽、瀧川鯉八
亭小痴楽、瀧川鯉八
～ゲスト：鈴木みのり
～ゲスト：鈴木みのり

妾馬」～春風亭柳橋の会 三井の大黒」～米丸、小
三治、文枝、文珍、染丸
、権太楼、志の輔、雲助
5:00 金原亭伯楽「寝床」～志 桂 花團治「立ちきれ」～
ん生の遺伝子～祝・傘 かみがたらくご花團治の
5:30 寿！亡き志ん朝と切磋
宴 -en-《粋 らくご》
琢磨した朋友が魅せ
6:00 桂竹千代「竹千代の風土 嗚呼、成金の壁 #25～楽
記」Vol.2(後)～楽器カフェ 器カフェすずらん亭◇柳
6:30 すずらん亭 ゲスト：立川 亭小痴楽、瀧川鯉八
寸志 桂竹千代「茗荷宿」
7:00 匠-TAKUMI- #22
匠-TAKUMI- #24

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
金原亭馬の助「花見の仇
討ち」《粋 らくご》

匠-TAKUMI- #26

匠-TAKUMI- #28

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

4:30 より《粋 らくご》

テレビショッピング

8:00 古今亭志ん輔「三十石」

橘家圓太郎「甲府い(こう 三遊亭王楽「徂徠豆腐」 春風亭柳橋 「堀の内」「 入船亭扇遊「口入れ屋」「
～志ん輔の会《粋 らくご ふぃ）」～池袋演芸場３月 ～第三十九回にぎわい 妾馬」～春風亭柳橋の会 三井の大黒」～米丸、小
8:30 》
上席より《粋 らくご》
道場《粋 らくご》
より《粋 らくご》
三治、文枝、文珍、染丸
、権太楼、志の輔、雲助
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
9:30 匠-TAKUMI- #23

匠-TAKUMI- #25

匠-TAKUMI- #27

討ち」《粋 らくご》
10:30
11:00 橘家圓太郎「甲府い(こう

ふぃ）」～池袋演芸場３月
11:30 上席より《粋 らくご》
12:00 CSもえよせ 春風亭吉好

のヲタク落語会Vol.21(後)
12:30 ～ゲスト：鈴木みのり
13:00 柳家甚語楼「ちりとてち

ん」～柳家甚語楼の会《
13:30 粋 らくご》
14:00 嗚呼、成金の壁 #12～楽

金原亭世之介＆ＲＡＧＧ
～落語ミュージカル「泣
いた赤鬼」《夢 寄席》

テレビショッピング

テレビショッピング

桂竹千代「竹千代学習会
」Vol.2(後)～楽器カフェす
ずらん亭 ゲスト：春風亭
柳若
テレビショッピング

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
」
テレビショッピング

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」
テレビショッピング

三笑亭可龍「蛙茶番」「城
木屋」～落語界の氷川き
よし！柔らかな語り口と
艶で魅了《粋 らくご》
テレビショッピング

三遊亭遊馬「品川心中
(上・下)」～三遊亭遊馬
独演会《粋 らくご》

器カフェすずらん亭◇瀧
14:30 川鯉八、春風亭昇々、昔 金原亭世之介＆ＲＡＧＧ

昔亭Ａ太郎
15:00 金原亭馬治「お見立て」
馬治丹精会～馬生ゆず
15:30 りの粋を堪能。日々進化
する正統派！《夢 寄席》
16:00 桂竹千代「竹千代学習会
」Vol.2(前)～楽器カフェす
16:30 ずらん亭 ゲスト：春風亭
柳若
17:00 瀧川鯉太「異母兄弟～大
根多厚バージョン」～伝
17:30 柳家花緑「井戸の茶碗」「
頭山」～神楽坂伝統芸能
18:00 2019第11回神楽坂落語
まつり牛込落語会～戦
18:30 桂扇生「やんま久次」～
2017桂扇生独演会《粋
19:00 三遊亭王楽「ふだんの袴
」「試し酒」「五人廻し」～
19:30 三遊亭王楽のにぎわい
道場(第三十八回)より《
20:00 粋 らくご》
20:30 テレビショッピング

金原亭馬の助「花見の仇 古今亭文菊「紙入れ」「天
妲己のお百より」～貞水 討ち」《粋 らくご》
災」～よこはま文菊開花
夏舞台2016《夢 寄席》
亭より《粋 らくご》

22:00
22:30 柳家権太楼「鰍沢」～柳
23:00

家権太楼独演会より《粋
らくご》

23:30 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
24:00 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
24:30
協カデンツァ」メンバー！
よしもと新喜劇出身の異
25:00 嗚呼、成金の壁 #28～楽
器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、瀧川鯉八
25:30

26:00 三笑亭可龍「蛙茶番」「城

木屋」～落語界の氷川き
よし！柔らかな語り口と
26:30
艶で魅了《粋 らくご》
27:00 ★笑わせnight！★ #70

匠-TAKUMI- #29

古今亭文菊「子別れ」
三遊亭王楽「徂徠豆腐」
～よこはま文菊開花亭よ ～第三十九回にぎわい
り《粋 らくご》
道場《粋 らくご》

柳家花緑「井戸の茶碗」「 嗚呼、成金の壁 #11～楽
頭山」～神楽坂伝統芸能 器カフェすずらん亭◇瀧
三遊亭神楽「抜け雀」～ 2019第11回神楽坂落語 川鯉八、春風亭昇々、昔
第58回三遊亭神楽 落語 まつり牛込落語会～戦 昔亭Ａ太郎
桂三若「落語の図書館」 三笑亭可龍「蛙茶番」「城
らいぶ《粋 らくご》
Vol.4(前)～楽器カフェす 木屋」～落語界の氷川き
テレビショッピング
テレビショッピング
川柳つくし「守護神」～川 よし！柔らかな語り口と
柳つくし独演会《夢 寄席 艶で魅了《粋 らくご》
柳家花緑「井戸の茶碗」「 桂夏丸「いが栗」～寿真 春風亭愛橋「かぼちゃや 三遊亭遊馬「品川心中 三遊亭神楽「抜け雀」～
頭山」～神楽坂伝統芸能 打昇進披露興行より《夢 」～落語とツイストの会よ (上・下)」～三遊亭遊馬 第58回三遊亭神楽 落語
2019第11回神楽坂落語 桂佐ん吉「堪忍袋」「愛宕 三笑亭可龍「蛙茶番」「城 独演会《粋 らくご》
らいぶ《粋 らくご》
木屋」～落語界の氷川き
まつり牛込落語会～戦 山」《夢 寄席》
三遊亭遊三「金明竹」～
よし！柔らかな語り口と 嗚呼、成金の壁 #9～楽 嗚呼、成金の壁 #10～楽
遊三を聴く会《粋 らくご》
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧
艶で魅了《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
川鯉八、桂宮治
川鯉八、桂宮治

21:00 一龍齋貞水 立体怪談「
21:30

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
テレビショッピング

～落語ミュージカル「お
菊の皿」《夢 寄席》

金原亭伯楽「寝床」～志
落語家生活五十周年記 ん生の遺伝子～祝・傘
念興行より《粋 らくご》 10:45～桂歌春「紙入れ」
「たがや」～亡き師匠か
柳家権太楼「鰍沢」～柳 ら受け継いだ紋付袴と「
家権太楼独演会より《粋 ネタ」「落語を残すのは落
CSもえよせ 春風亭吉好
らくご》
のヲタク落語会Vol.22(後)
CSもえよせ 春風亭吉好 ゲスト：小清水亜美
のヲタク落語会Vol.22(前)
三遊亭萬窓「庖丁」～咄
ゲスト：小清水亜美
と小唄の会《粋 らくご》
橘ノ圓満「蒟蒻問答」「に 三遊亭圓雀「花筏」～池
ゅう」～日本橋で圓満会《 袋演芸場10月中席『春馬
粋 らくご》
改メ六代目三遊亭圓雀
襲名披露興行』《粋 らく
テレビショッピング
テレビショッピング

三遊亭楽大「紙入れ」「粗
忽の釘」真打昇進披露特
別高座～大ファンの伊集
院光の落語家時代の高
座名を受け継いで。岩手
三遊亭歌扇「締め込み」「
竹の水仙」～故三代目三
遊亭圓歌の最後の弟子
。内弟子として継承した
古典落語を披露。《鮮
歌太郎改メ 三遊亭志う
歌「文七元結」 真打昇
進披露特別公演 ～
NHK新人落語大賞受賞
の大器がついに真打
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。登場人物たちが
生き生きと高座から浮か
三遊亭遊馬「品川心中
(上・下)」～三遊亭遊馬
独演会《粋 らくご》

22:15～六代目玉屋柳勢
(柳亭市楽 改メ)「ねずみ
」「大工調べ(上)」～柳亭
市馬の一番弟子がつい
に真打昇進！威勢のい
23:15～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」
三遊亭王楽のにぎわい
道場 「居残り佐平次」《
粋 らくご》

CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.21(前)
～ゲスト：鈴木みのり

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》

鯉斗に訊け！！#5～楽 鯉斗に訊け！！#6～楽
～楽器カフェすずらん亭 器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧
◇すいたんすいこう、八 川鯉斗 ゲスト：春風亭 川鯉斗 ゲスト：春風亭
27:30
福☆みずほ、おせつとき 昇吾
昇吾
ょうた ゲスト：シューティ

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

露の新治「阿弥陀池」～ 三遊亭圓丸「死神」～新 7:00
露の新治落語会《粋 ら 宿末廣亭定席より《粋
7:30
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 匠-TAKUMI- #33
討ち」《粋 らくご》
桂 花團治「立ちきれ」～
テレビショッピング
かみがたらくご花團治の
10:45～古今亭志ん輔「 テレビショッピング
桂三若「落語の図書館」
三十石」～志ん輔の会《
Vol.4(後)～楽器カフェす
匠-TAKUMI- #31
粋 らくご》
ずらん亭◇桂三若「紙入
れ」
嗚呼、成金の壁 #9～楽 テレビショッピング
テレビショッピング
器カフェすずらん亭◇瀧
嗚呼、成金の壁 #10～楽 匠-TAKUMI- #34
川鯉八、桂宮治
器カフェすずらん亭◇瀧
桂扇生「やんま久次」～ 川鯉八、桂宮治
テレビショッピング
2017桂扇生独演会《粋
三遊亭道楽「替わり目」 雷門小助六「紋三郎稲荷 立川左談次「阿武松」～
～第１３回 三遊亭道楽 」／雷門音助「小言幸兵 落語家生活五十周年記
落語会《粋 らくご》
衛」～雷門小助六・音助 念興行より《粋 らくご》
～第6回スケスケ兄弟会
テレビショッピング
テレビショッピング
林家正雀「牡丹燈籠 お
札はがし」《粋 らくご》
三遊亭歌司「江島屋」～ 桂佐ん吉「堪忍袋」「愛宕
歌さんをきく会《粋 らくご 山」《夢 寄席》
柳家小里ん「お見立て」「
》
お直し」～柳家小里ん独
テレビショッピング
テレビショッピング
演会より《粋 らくご》

10:00 金原亭馬の助「花見の仇 立川左談次「阿武松」～

4:00

古今亭志ん輔「三十石」 8:00
～志ん輔の会《粋 らくご
8:30
》
テレビショッピング

9:00

匠-TAKUMI- #20

9:30

テレビショッピング

10:00

氣になるふたり会 #5～ 10:30
楽器カフェすずらん亭：
春風亭朝也「やかんなめ 11:00
」古今亭志ん八「粗忽の
11:30
テレビショッピング
匠-TAKUMI- #21

12:00

テレビショッピング

12:30

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
六代目玉屋柳勢(柳亭市
楽 改メ)「ねずみ」「大工
調べ(上)」～柳亭市馬の
一番弟子がついに真打
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周年記念
鯉斗に訊け！！#5～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭
昇吾
春風亭柳橋 「堀の内」「
妾馬」～春風亭柳橋の会
より《粋 らくご》

13:00

三遊亭遊馬「品川心中
(上・下)」～三遊亭遊馬
独演会《粋 らくご》

18:00

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」メンバー！
嗚呼、成金の壁 #11～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
三遊亭歌扇「締め込み」「 金原亭伯楽「藪入り」～ 柳家わさび「幇間小僧」「 21:10～柳亭小燕枝「提
竹の水仙」～故三代目三 志ん生の遺伝子～祝・傘 明烏」～柳家わさび独演 灯屋」「万金丹」「らくだ」
遊亭圓歌の最後の弟子 寿！亡き志ん朝と切磋 会《夢 寄席》
～独演会 小燕枝の会《
。内弟子として継承した 琢磨した朋友が魅せ
粋 らくご》
古典落語を披露。《鮮
る！《粋 らくご》
三遊亭遊雀 「熊の皮～ 春風亭柳橋 「堀の内」「 三遊亭遊之介「三方一両
野ざらし」～遊雀ひとり会 妾馬」～春風亭柳橋の会 損」「鰻の幣間」～粋でい
at湯島天神《粋 らくご》 より《粋 らくご》
なせで抱腹絶倒。小遊三
の弟子が本物の芸をお
届けします《粋 らくご》
氣になるふたり会 #5～ 林家正雀「牡丹燈籠 お 23:05～氣になるふたり 23:10～金原亭馬生「品
楽器カフェすずらん亭： 札はがし」《粋 らくご》
会 #6～楽器カフェすずら 川心中」～扇遊・馬生ふ
春風亭朝也「やかんなめ
ん亭：春風亭朝也「猿後 たり会より《粋 らくご》
」古今亭志ん八「粗忽の
家」古今亭志ん八「出目
釘」
金」
立川談慶「ちりとてちん」 柳家小里ん「お見立て」「 三遊亭歌扇「締め込み」「 24:10～三遊亭遊史郎「
「抜け雀」～国立演芸場 お直し」～柳家小里ん独 竹の水仙」～故三代目三 紙入れ」「お見立て」～青
独演会より《粋 らくご》 演会より《粋 らくご》
遊亭圓歌の最後の弟子 山学院大学落語研究会
。内弟子として継承した から小遊三の弟子に。得
古典落語を披露。《鮮
意の若旦那が登場する
CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好 歌太郎改メ 三遊亭志う CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.21(後) のヲタク落語会Vol.22(前) 歌「文七元結」 真打昇 のヲタク落語会Vol.22(後)
～ゲスト：鈴木みのり
ゲスト：小清水亜美
進披露特別公演 ～
ゲスト：小清水亜美
NHK新人落語大賞受賞
の大器がついに真打
笑福亭希光「青菜」「千両 三遊亭王楽のにぎわい 三遊亭楽大「紙入れ」「粗 立川談慶「ちりとてちん」
みかん」～鶴光の弟子で 道場 「居残り佐平次」《 忽の釘」真打昇進披露特 「抜け雀」～国立演芸場
人気急上昇ユニット「芸 粋 らくご》
別高座～大ファンの伊集 独演会より《粋 らくご》
協カデンツァ」メンバー！
院光の落語家時代の高
よしもと新喜劇出身の異
座名を受け継いで。岩手
桂竹千代「竹千代学習会 桂竹千代「竹千代学習会 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 Vol.3(前)～楽器カフェす Vol.3(後)～楽器カフェす
ずらん亭 ゲスト：春風亭 ずらん亭 ゲスト：春風亭 ずらん亭◇桂三若「天災 ずらん亭◇桂三若「植木
柳若
柳若
」
屋娘」

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

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

8月17日

8月18日

8月19日

8月20日

8月21日

8月22日

月

火

水

木

金

土

4:00 古今亭志ん輔「三十石」

柳家権太楼「鰍沢」～柳 三遊亭王楽「徂徠豆腐」 春風亭柳橋 「堀の内」「 入船亭扇遊「口入れ屋」「
～志ん輔の会《粋 らくご 家権太楼独演会より《粋 ～第三十九回にぎわい 妾馬」～春風亭柳橋の会 三井の大黒」～米丸、小
らくご》
道場《粋 らくご》
より《粋 らくご》
三治、文枝、文珍、染丸
、権太楼、志の輔、雲助
5:00 立川左談次「阿武松」～ 金原亭伯楽「藪入り」～ 橘家仲蔵「寝床」「ねずみ 金原亭伯楽「寝床」～志 柳家さん喬「寝床」～三
落語家生活五十周年記 志ん生の遺伝子～祝・傘 」～橘家仲蔵独演会《粋 ん生の遺伝子～祝・傘 越落語会より《粋 らくご
5:30 念興行より《粋 らくご》
寿！亡き志ん朝と切磋 らくご》
寿！亡き志ん朝と切磋 》
琢磨した朋友が魅せ
琢磨した朋友が魅せ
6:00 CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好 嗚呼、成金の壁 #9～楽 嗚呼、成金の壁 #10～楽 嗚呼、成金の壁 #11～楽
のヲタク落語会Vol.22(前) のヲタク落語会Vol.22(後) 器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧
6:30 ゲスト：小清水亜美
ゲスト：小清水亜美
川鯉八、桂宮治
川鯉八、桂宮治
川鯉八、春風亭昇々、昔
昔亭Ａ太郎
7:00 匠-TAKUMI- #22
匠-TAKUMI- #24
匠-TAKUMI- #26
匠-TAKUMI- #28
匠-TAKUMI- #30
4:30 》

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 柳家権太楼「鰍沢」～柳

三遊亭王楽「徂徠豆腐」 桂歌春「紙入れ」「たがや 古今亭志ん輔「三十石」
家権太楼独演会より《粋 ～第三十九回にぎわい 」～亡き師匠から受け継 ～志ん輔の会《粋 らくご
8:30 らくご》
道場《粋 らくご》
いだ紋付袴と「ネタ」「落 》
語を残すのは落語家の
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
9:30 匠-TAKUMI- #23

匠-TAKUMI- #25

匠-TAKUMI- #27

匠-TAKUMI- #29

テレビショッピング

8月23日
日

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
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》

金原亭馬生「品川心中」 4:00
～扇遊・馬生ふたり会よ
4:30
り《粋 らくご》

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
三遊亭圓輔「船徳」～池
袋演芸場６月中席より《
テレビショッピング

★笑わせnight！★ #67
～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
三遊亭とん馬「稽古屋」
～池袋演芸場７月上席
テレビショッピング

桂 花團治「立ちきれ」～ 5:00
かみがたらくご花團治の
5:30
宴 -en-《粋 らくご》
6:00
6:30
7:00
7:30

春風亭柳橋 「堀の内」「 金原亭馬生「品川心中」 橘家圓太郎「甲府い(こう 8:00
妾馬」～春風亭柳橋の会 ～扇遊・馬生ふたり会よ ふぃ）」～池袋演芸場３月
8:30
より《粋 らくご》
り《粋 らくご》
上席より《粋 らくご》
テレビショッピング

テレビショッピング

瀧川鯉朝「街角のあの娘 匠-TAKUMI- #33
」「松山鏡」～落語界の異
10:00 橘家仲蔵「寝床」「ねずみ 金原亭伯楽「寝床」～志 柳家花緑「紺屋高尾」～ 金原亭伯楽「藪入り」～ 端児、古典落語だけでな テレビショッピング
」～橘家仲蔵独演会《粋 ん生の遺伝子～祝・傘 独演会 花緑ごのみ
志ん生の遺伝子～祝・傘 く、マニアックともいわれ
10:30 らくご》
桂竹千代「竹千代の風土
寿！亡き志ん朝と切磋 (2015年5月23日収録)《 寿！亡き志ん朝と切磋 テレビショッピング
記」Vol.2(前)～楽器カフェ
琢磨した朋友が魅せ
粋 らくご》
琢磨した朋友が魅せ
11:00 入船亭扇遊「口入れ屋」「 神田松鯉「天保六花撰
古今亭志ん輔「三十石」 柳家権太楼「鰍沢」～柳 匠-TAKUMI- #31
すずらん亭 ゲスト：立川
三井の大黒」～米丸、小 玉子の強請」「源平盛衰 ～志ん輔の会《粋 らくご 家権太楼独演会より《粋
寸志
11:30 三治、文枝、文珍、染丸 記より 扇の的」～あの松 》
テレビショッピング
テレビショッピング
らくご》
、権太楼、志の輔、雲助 之丞がほれた師匠が人
12:00 ★笑わせnight！★ #67 ★笑わせnight！★ #68 ★笑わせnight！★ #69 ★笑わせnight！★ #70 鯉斗に訊け！！#5～楽 匠-TAKUMI- #34
～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 器カフェすずらん亭◇瀧
12:30 ◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八 川鯉斗 ゲスト：春風亭 テレビショッピング
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき 昇吾
13:00 三遊亭歌太郎「磯の鮑」「 金原亭馬治「お見立て」 金原亭世之介＆ＲＡＧＧ 金原亭世之介＆ＲＡＧＧ 三遊亭歌司「江島屋」～ 古今亭志ん陽「芋俵」～
あくび指南」～歌太郎ひ 馬治丹精会～馬生ゆず ～落語ミュージカル「お ～落語ミュージカル「泣 歌さんをきく会《粋 らくご 志ん陽の会２７《粋 らく
13:30 とり会『春 乾坤一擲』《夢 りの粋を堪能。日々進化 菊の皿」《夢 寄席》
いた赤鬼」《夢 寄席》
》
ご》
寄席》
する正統派！《夢 寄席》
14:00 鯉斗に訊け！！#6～楽 桂竹千代「竹千代学習会 桂竹千代「竹千代学習会 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」 三遊亭遊之介「三方一両
器カフェすずらん亭◇瀧 」Vol.2(前)～楽器カフェす 」Vol.2(後)～楽器カフェす Vol.3(前)～楽器カフェす Vol.3(後)～楽器カフェす 損」「鰻の幣間」～粋でい
14:30 川鯉斗 ゲスト：春風亭 ずらん亭 ゲスト：春風亭 ずらん亭 ゲスト：春風亭 14:45～桂春若「植木屋 ずらん亭◇桂三若「植木 なせで抱腹絶倒。小遊三
娘」「三十石」～三代目春 屋娘」
昇吾
柳若
柳若
の弟子が本物の芸をお
15:00 三遊亭神楽「抜け雀」～ 笑福亭希光「青菜」「千両 三遊亭王楽のにぎわい 団冶の遺志を継ぎ上方 柳家東三楼「寝床」～柳 15:15～桂三若「怒りのパ
第58回三遊亭神楽 落語 みかん」～鶴光の弟子で 道場 「居残り佐平次」《 落語をけん引する愛弟 家東三楼「遅れてきた怪 ワー」～花のお江戸で十
15:30 らいぶ《粋 らくご》
人気急上昇ユニット「芸 粋 らくご》
八番勝負６《夢 寄席》
子が、桂文枝直伝の名 物」《夢 寄席》
協カデンツァ」メンバー！
作を披露！《上方 百景》
16:00 氣になるふたり会 #6～ 氣になるふたり会 #7～ 氣になるふたり会 #8～ 桂竹千代「竹千代の風土 桂三若「寝床」～花のお 桂歌春「紙入れ」「たがや
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： 記」Vol.1(前)～楽器カフェ 江戸で十八番勝負６《夢 」～亡き師匠から受け継
16:30 春風亭朝也「猿後家」古 三遊亭司「洒落番頭」春 春風亭朝也「小粒」、三 すずらん亭
寄席》
いだ紋付袴と「ネタ」「落
今亭志ん八「出目金」
風亭朝也「星野屋」
遊亭司「ねずみ穴」
語を残すのは落語家の
17:00 テレビショッピング
露の新治「阿弥陀池」～ テレビショッピング
テレビショッピング
桂竹千代「竹千代の風土 鯉斗に訊け！！#6～楽
露の新治落語会《粋 ら
記」Vol.1(後)～楽器カフェ 器カフェすずらん亭◇瀧
17:30 笑福亭希光「青菜」「千両 三遊亭王楽のにぎわい 立川談慶「ちりとてちん」 桂歌若「壺算」「厩火事」 すずらん亭
川鯉斗 ゲスト：春風亭
みかん」～鶴光の弟子で 道場 「居残り佐平次」《 「抜け雀」～国立演芸場 ～池袋演芸場１１月上席
昇吾
18:00 人気急上昇ユニット「芸 粋 らくご》
桂三木助「小間物屋政談 柳家甚語楼「ちりとてち
独演会より《粋 らくご》 後半より《夢 寄席》
」～五代目三木助 三五 ん」～柳家甚語楼の会《
協カデンツァ」メンバー！
18:30 テレビショッピング
桂竹丸「明智光秀」～池 テレビショッピング
テレビショッピング
歳記念独演会～先々代 粋 らくご》
袋演芸場12月中席より《
の祖父、先代の叔父に
19:00 歌太郎改メ 三遊亭志う 柳家さん喬「寝床」～三 柳家東三楼「寝床」～柳 立川談慶「ちりとてちん」 桂歌若「壺算」「厩火事」 桂三木助「小間物屋政談
歌「文七元結」 真打昇 越落語会より《粋 らくご 家東三楼「遅れてきた怪 「抜け雀」～国立演芸場 ～池袋演芸場１１月上席 」～五代目三木助 三五
19:30 進披露特別公演 ～
19:45～笑福亭たま「兵庫 19:45～立川龍志「藪入り 独演会より《粋 らくご》 後半より《夢 寄席》
歳記念独演会～先々代
NHK新人落語大賞受賞 船」～笑福亭たま深川独 」《粋 らくご》
の祖父、先代の叔父に
20:00 三遊亭圓丸「死神」～新 演会《夢 寄席》
三遊亭遊三「金明竹」～ ★笑わせnight！★ #69 ★笑わせnight！★ #70
宿末廣亭定席より《粋
遊三を聴く会《粋 らくご》 ～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭
20:30 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
◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき
21:00 金原亭伯楽「寝床」～志 桂 花團治「立ちきれ」～ 三遊亭楽大「紙入れ」「粗 金原亭馬玉、金原亭馬 金原亭伯楽「寝床」～志 青山らくごVol.3～風間杜
ん生の遺伝子～祝・傘 かみがたらくご花團治の 忽の釘」真打昇進披露特 治、蜃気楼龍玉「牡丹燈 ん生の遺伝子～祝・傘 夫と旬な若手たち～風間
寿！亡き志ん朝と切磋 宴 -en-《粋 らくご》
別高座～大ファンの伊集 籠リレー」～三雄会▽金 寿！亡き志ん朝と切磋 杜夫、笑福亭べ瓶、三遊
21:30
琢磨した朋友が魅せ
院光の落語家時代の高 原亭馬玉「お露新三郎」 琢磨した朋友が魅せ
亭とむ、三遊亭鳳月 「
る！《粋 らくご》
座名を受け継いで。岩手 ／金原亭馬治「お札はが る！《粋 らくご》
蒲田行進曲」「スチュワー
22:00 橘家圓太郎「甲府い(こう 入船亭扇遊「口入れ屋」「 三遊亭歌扇「締め込み」「 し」／蜃気楼龍玉「栗橋 橘家圓太郎「甲府い(こう デス物語」の名優と今ノ
ふぃ）」～池袋演芸場３月 三井の大黒」～米丸、小 竹の水仙」～故三代目三 宿」《夢 寄席》
ふぃ）」～池袋演芸場３月 リにノッテいる新鮮落語
家たちの競演！意外な
上席より《粋 らくご》
三治、文枝、文珍、染丸 遊亭圓歌の最後の弟子
上席より《粋 らくご》
22:30
桂夏丸「いが栗」～寿真 22:45～三遊亭遊之介「 化学反応が生み出す予
、権太楼、志の輔、雲助 。内弟子として継承した
打昇進披露興行より《夢 三方一両損」「鰻の幣間」 測不能のステージ！《夢
、さん喬に続き栄えある 古典落語を披露。《鮮
寄席》
～粋でいなせで抱腹絶 寄席》
23:00 氣になるふたり会 #7～ 金原亭馬玉、金原亭馬 桂歌若「壺算」「厩火事」 橘家圓太郎「甲府い(こう
桂竹千代「竹千代の風土
倒。小遊三の弟子が本
楽器カフェすずらん亭： 治、蜃気楼龍玉「牡丹燈 ～池袋演芸場１１月上席 ふぃ）」～池袋演芸場３月
記」Vol.1(後)～楽器カフェ
物の芸をお届けします《
三遊亭司「洒落番頭」春 籠リレー」～三雄会▽金 後半より《夢 寄席》
上席より《粋 らくご》
すずらん亭
23:30
粋 らくご》
風亭朝也「星野屋」
原亭馬玉「お露新三郎」
／金原亭馬治「お札はが
24:00 氣になるふたり会 #8～ し」／蜃気楼龍玉「栗橋 桂三木助「小間物屋政談 講談 神田春陽「国定忠 風間杜夫の落語会「粗忽 金原亭馬玉、金原亭馬
楽器カフェすずらん亭： 宿」《夢 寄席》
」～五代目三木助 三五 治 三木文蔵の義侠 忠 長屋」「居残り佐平次」《 治、蜃気楼龍玉「牡丹燈
春風亭朝也「小粒」、三
歳記念独演会～先々代 治の娘」/玉田玉秀斎「坂 夢 寄席》
籠リレー」～三雄会▽金
24:30
林家正雀「牡丹燈籠 お
遊亭司「ねずみ穴」
の祖父、先代の叔父に 本龍馬とお龍」《夢 寄席
原亭馬玉「お露新三郎」
札はがし」《粋 らくご》
誓う名跡復活！亡き談 》
／金原亭馬治「お札はが
25:00 嗚呼、成金の壁 #9～楽
嗚呼、成金の壁 #10～楽 嗚呼、成金の壁 #11～楽 嗚呼、成金の壁 #12～楽 し」／蜃気楼龍玉「栗橋
器カフェすずらん亭◇瀧
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧 宿」《夢 寄席》
川鯉八、桂宮治
川鯉八、桂宮治
川鯉八、春風亭昇々、昔 川鯉八、春風亭昇々、昔
25:30
桂右女助「ねずみ」～名
林家正雀「牡丹燈籠 お
昔亭Ａ太郎
昔亭Ａ太郎
跡・三升家を継ぐ唯一の
札はがし」《粋 らくご》
一門、傘寿を迎えた師匠
26:00 桂歌若「壺算」「厩火事」 桂三木助「小間物屋政談 講談 神田春陽「国定忠 一龍齋貞山「雲霧仁左衛 桂春若「植木屋娘」「三十
～池袋演芸場１１月上席 」～五代目三木助 三五 治 三木文蔵の義侠 忠 門～因果小僧六之助」～ 石」～三代目春団冶の遺
後半より《夢 寄席》
歳記念独演会～先々代 治の娘」/玉田玉秀斎「坂 貞山・貞鏡親子会《夢
志を継ぎ上方落語をけん
26:30
川柳つくし「守護神」～川
の祖父、先代の叔父に 本龍馬とお龍」《夢 寄席 寄席》
引する愛弟子が、桂文枝
柳つくし独演会《夢 寄席
誓う名跡復活！亡き談 》
直伝の名作を披露！《上
》
27:00 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」 氣になるふたり会 #5～ 氣になるふたり会 #6～ 27:10～氣になるふたり 氣になるふたり会 #8～
Vol.4(前)～楽器カフェす Vol.4(後)～楽器カフェす 楽器カフェすずらん亭： 楽器カフェすずらん亭： 会 #7～楽器カフェすずら 楽器カフェすずらん亭：
ずらん亭◇桂三若「秘伝 ずらん亭◇桂三若「紙入 春風亭朝也「やかんなめ 春風亭朝也「猿後家」古 ん亭：三遊亭司「洒落番 春風亭朝也「小粒」、三
27:30 桂竹丸「明智光秀」～池
れ」
」古今亭志ん八「粗忽の 今亭志ん八「出目金」
頭」春風亭朝也「星野屋」 遊亭司「ねずみ穴」
袋演芸場12月中席より《
釘」
粋 らくご》

テレビショッピング

9:00

匠-TAKUMI- #24

9:30

テレビショッピング

10:00

桂竹千代「竹千代の風土 10:30
記」Vol.2(後)～楽器カフェ
すずらん亭 ゲスト：立川 11:00
寸志 桂竹千代「茗荷宿」
11:30
テレビショッピング
匠-TAKUMI- #25

12:00

テレビショッピング

12:30

桂竹千代「竹千代学習会 13:00
」Vol.2(前)～楽器カフェす
ずらん亭 ゲスト：春風亭 13:30
柳若
三遊亭歌扇「締め込み」「 14:00
竹の水仙」～故三代目三
遊亭圓歌の最後の弟子 14:30
。内弟子として継承した
柳家花緑「井戸の茶碗」「 15:00
頭山」～神楽坂伝統芸能
2019第11回神楽坂落語 15:30
まつり牛込落語会～戦
桂三若「落語の図書館」 16:00
Vol.4(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「秘伝 16:30
書」
扇辰・喬太郎の会▽入船 17:00
亭扇辰「三方一両損」柳
家喬太郎「縁切榎」《粋 17:30
らくご》
三遊亭楽大「紙入れ」「粗 18:00
忽の釘」真打昇進披露特
別高座～大ファンの伊集 18:30
院光の落語家時代の高
講談 神田春陽「国定忠 19:00
治 三木文蔵の義侠 忠
治の娘」/玉田玉秀斎「坂 19:30
本龍馬とお龍」《夢 寄席
鯉斗に訊け！！#5～楽 20:00
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭 20:30
昇吾
青山らくごVol.3～落語界 21:00
注目の若手の会～柳家
わさび、春風亭昇々、柳
21:30
家緑太 若手落語家ブー
ムをけん引する注目の
噺家が登場！古典あり、 22:00
創作ありと若いパワーが
弾ける！《夢 寄席》
22:30

桂歌春「紙入れ」「たがや 23:00
」～亡き師匠から受け継
いだ紋付袴と「ネタ」「落
23:30
語を残すのは落語家の
仕事だけど、お客様を残
瀧川鯉昇「質屋庫（しち 24:00
やぐら）」～瀧川鯉昇独
演会より《粋 らくご》
24:30

春風亭柳太郎「夢の続き 25:00
」「カレー屋」「くしゃみ講
釈」～柳太郎の会《粋 ら
25:30
くご》
26:15～立川龍志「藪入り 26:00
」《粋 らくご》
26:30

桂竹千代「竹千代の風土 27:00
記」Vol.1(前)～楽器カフェ
すずらん亭
27:30

8月24日

8月25日

8月26日

8月27日

8月28日

8月29日

月

火

水

木

金

土

4:00 柳家権太楼「鰍沢」～柳

8月30日
日

4:30 らくご》

春風亭柳橋 「堀の内」「 金原亭馬生「品川心中」 橘家圓太郎「甲府い(こう 4:00
妾馬」～春風亭柳橋の会 ～扇遊・馬生ふたり会よ ふぃ）」～池袋演芸場３月
4:30
より《粋 らくご》
り《粋 らくご》
上席より《粋 らくご》

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

金原亭馬生「品川心中」 桂歌春「紙入れ」「たがや 柳家権太楼「鰍沢」～柳 5:00
～扇遊・馬生ふたり会よ 」～亡き師匠から受け継 家権太楼独演会より《粋
5:30
り《粋 らくご》
いだ紋付袴と「ネタ」「落 らくご》
語を残すのは落語家の
鯉斗に訊け！！#6～楽 桂竹千代「竹千代学習会 桂竹千代「竹千代学習会 6:00
器カフェすずらん亭◇瀧 」Vol.2(前)～楽器カフェす 」Vol.2(後)～楽器カフェす
川鯉斗 ゲスト：春風亭 ずらん亭 ゲスト：春風亭 ずらん亭 ゲスト：春風亭 6:30
昇吾
柳若
柳若
匠-TAKUMI- #20
瀧川鯉朝「あいつのいな 桂右團治「くしゃみ講釈」 7:00
い朝」～池袋演芸場８月 ～池袋演芸場９月上席
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 柳家花緑「紺屋高尾」～

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》

立川左談次「阿武松」～ 8:00
落語家生活五十周年記
念興行より《粋 らくご》 8:30

テレビショッピング

立川左談次「阿武松」～ 柳家花緑「紺屋高尾」～ 立川左談次「阿武松」～ 桂 花團治「立ちきれ」～
落語家生活五十周年記 独演会 花緑ごのみ
落語家生活五十周年記 かみがたらくご花團治の
念興行より《粋 らくご》 (2015年5月23日収録)《 念興行より《粋 らくご》 宴 -en-《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
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- #29

匠-TAKUMI- #31

匠-TAKUMI- #24

9:30

テレビショッピング

10:00

三遊亭王楽「徂徠豆腐」 桂歌春「紙入れ」「たがや 古今亭志ん輔「三十石」
家権太楼独演会より《粋 ～第三十九回にぎわい 」～亡き師匠から受け継 ～志ん輔の会《粋 らくご
道場《粋 らくご》
いだ紋付袴と「ネタ」「落 》
語を残すのは落語家の
5:00 春風亭柳橋 「堀の内」「 柳家権太楼「鰍沢」～柳 神田松鯉「天保六花撰
入船亭扇遊「口入れ屋」「
妾馬」～春風亭柳橋の会 家権太楼独演会より《粋 玉子の強請」「源平盛衰 三井の大黒」～米丸、小
5:30 より《粋 らくご》
らくご》
記より 扇の的」～あの松 三治、文枝、文珍、染丸
之丞がほれた師匠が人 、権太楼、志の輔、雲助
6:00 ★笑わせnight！★ #68 ★笑わせnight！★ #69 ★笑わせnight！★ #70 鯉斗に訊け！！#5～楽
～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 器カフェすずらん亭◇瀧
6:30 ◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八 川鯉斗 ゲスト：春風亭
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき 昇吾
7:00 匠-TAKUMI- #26
匠-TAKUMI- #28
匠-TAKUMI- #30
匠-TAKUMI- #33

独演会 花緑ごのみ
8:30 (2015年5月23日収録)《
粋 らくご》
9:00 テレビショッピング
9:30 匠-TAKUMI- #27

テレビショッピング

立川左平次「権兵衛狸」 匠-TAKUMI- #22
～独演会「紀尾井町のサ
10:00 桂歌春「紙入れ」「たがや 金原亭馬生「品川心中」 橘家圓太郎「甲府い(こう 春風亭柳橋 「堀の内」「 ヘイジ」より《夢 寄席》
テレビショッピング
」～亡き師匠から受け継 ～扇遊・馬生ふたり会よ ふぃ）」～池袋演芸場３月 妾馬」～春風亭柳橋の会
10:30 いだ紋付袴と「ネタ」「落 り《粋 らくご》
テレビショッピング
CSもえよせ 春風亭吉好
上席より《粋 らくご》
より《粋 らくご》
のヲタク落語会Vol.21(後)
語を残すのは落語家の
11:00 立川左談次「阿武松」～ 柳家花緑「紺屋高尾」～ 金原亭伯楽「藪入り」～ 橘家仲蔵「寝床」「ねずみ 匠-TAKUMI- #21
～ゲスト：鈴木みのり
落語家生活五十周年記 独演会 花緑ごのみ
志ん生の遺伝子～祝・傘 」～橘家仲蔵独演会《粋
11:30 念興行より《粋 らくご》
テレビショッピング
テレビショッピング
(2015年5月23日収録)《 寿！亡き志ん朝と切磋 らくご》
粋 らくご》
琢磨した朋友が魅せ
12:00 桂竹千代「竹千代学習会 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」 匠-TAKUMI- #23
」Vol.2(後)～楽器カフェす Vol.3(前)～楽器カフェす Vol.3(後)～楽器カフェす Vol.4(前)～楽器カフェす Vol.4(後)～楽器カフェす
12:30 ずらん亭 ゲスト：春風亭 ずらん亭◇桂三若「天災 ずらん亭◇桂三若「植木 桂竹丸「明智光秀」～池 ずらん亭◇桂三若「紙入 テレビショッピング
袋演芸場12月中席より《 れ」
柳若
」
屋娘」
13:00 三笑亭可龍「蛙茶番」「城 三遊亭遊馬「品川心中
三遊亭神楽「抜け雀」～ 笑福亭希光「青菜」「千両 三遊亭王楽のにぎわい 笑福亭福笑「コロナ狂詩
木屋」～落語界の氷川き (上・下)」～三遊亭遊馬 第58回三遊亭神楽 落語 みかん」～鶴光の弟子で 道場 「居残り佐平次」《 曲」「猫の恩返し」～爆笑
13:30 よし！柔らかな語り口と 独演会《粋 らくご》
らいぶ《粋 らくご》
人気急上昇ユニット「芸 粋 らくご》
王桂枝雀の座を引き継
艶で魅了《粋 らくご》
協カデンツァ」メンバー！
いだ上方落語随一の爆
14:00 桂三若「落語の図書館」 氣になるふたり会 #5～ 氣になるふたり会 #6～ 氣になるふたり会 #7～ 氣になるふたり会 #8～ 青山らくごVol.3～風間杜
Vol.4(後)～楽器カフェす 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： 夫と旬な若手たち～風間
14:30 14:45～桂春若「植木屋 春風亭朝也「やかんなめ 春風亭朝也「猿後家」古 14:50～笑福亭仁智「源 春風亭朝也「小粒」、三 杜夫、笑福亭べ瓶、三遊
娘」「三十石」～三代目春 」古今亭志ん八「粗忽の 今亭志ん八「出目金」
太と兄貴」「高津の富」～ 遊亭司「ねずみ穴」
亭とむ、三遊亭鳳月 「
15:00 団冶の遺志を継ぎ上方 瀧川鯉朝「街角のあの娘 桂福丸「餅屋問答」「女侠 笑福亭仁智独演会《粋
柳家甚語楼「ちりとてち 蒲田行進曲」「スチュワー
ん」～柳家甚語楼の会《 デス物語」の名優と今ノ
落語をけん引する愛弟 」「松山鏡」～落語界の異 客・奴の小万」～桂福丸 らくご》
15:30 子が、桂文枝直伝の名 端児、古典落語だけでな を聴く会《粋 らくご》
粋 らくご》
リにノッテいる新鮮落語
作を披露！《上方 百景》 く、マニアックともいわれ
家たちの競演！意外な
16:00 嗚呼、成金の壁 #25～楽 嗚呼、成金の壁 #26～楽 16:10～嗚呼、成金の壁 嗚呼、成金の壁 #28～楽 橘ノ圓満「蒟蒻問答」「に 桂雀々「鶴満寺」～独演
器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳 #27～楽器カフェすずら 器カフェすずらん亭◇柳 ゅう」～日本橋で圓満会《 会『雀々の逸品Vol.3』《粋
16:30 亭小痴楽、瀧川鯉八
16:45～氣になるふたり
亭小痴楽、瀧川鯉八
ん亭◇柳亭小痴楽、瀧 亭小痴楽、瀧川鯉八
粋 らくご》
会 #5～楽器カフェすずら
川鯉八
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
テレビショッピング
CSもえよせ 春風亭吉好 ん亭：春風亭朝也「やか
のヲタク落語会Vol.21(前) んなめ」古今亭志ん八「
17:30 桂三木助「小間物屋政談 講談 神田春陽「国定忠 一龍齋貞山「雲霧仁左衛 橘家圓太郎「甲府い(こう 17:50～笑福亭仁智「源 17:45～古今亭文菊「紙
」～五代目三木助 三五 治 三木文蔵の義侠 忠 門～因果小僧六之助」～ ふぃ）」～池袋演芸場３月 太と兄貴」「高津の富」～ 入れ」「天災」～よこはま
18:00 歳記念独演会～先々代 治の娘」/玉田玉秀斎「坂 貞山・貞鏡親子会《夢
上席より《粋 らくご》
笑福亭仁智独演会《粋 文菊開花亭より《粋 らく
の祖父、先代の叔父に 本龍馬とお龍」《夢 寄席 寄席》
らくご》
ご》
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
19:00 林家正雀「牡丹燈籠 お 一龍齋貞山「雲霧仁左衛 柳家甚語楼「ちりとてち

札はがし」《粋 らくご》

門～因果小僧六之助」～
19:30
19:45～桂南喬「池田大
助」～三平堂落語会《粋
20:00 三遊亭圓丸「死神」～新 らくご》
宿末廣亭定席より《粋
20:30 テレビショッピング
テレビショッピング

ん」～柳家甚語楼の会《
19:45～橘ノ圓満「蒟蒻問
答」「にゅう」～日本橋で
圓満会《粋 らくご》
テレビショッピング

21:00 古今亭志ん輔「三十石」

春風亭柳橋 「堀の内」「 歌太郎改メ 三遊亭志う
～志ん輔の会《粋 らくご 妾馬」～春風亭柳橋の会 歌「文七元結」 真打昇
》
より《粋 らくご》
進披露特別公演 ～
21:30
NHK新人落語大賞受賞
の大器がついに真打
22:00 柳家花緑「紺屋高尾」～ 金原亭伯楽「藪入り」～ 金原亭馬玉、金原亭馬
独演会 花緑ごのみ
志ん生の遺伝子～祝・傘 治、蜃気楼龍玉「牡丹燈
(2015年5月23日収録)《 寿！亡き志ん朝と切磋 籠リレー」～三雄会▽金
22:30
22:45～柳亭小燕枝「提
粋 らくご》
原亭馬玉「お露新三郎」
灯屋」「万金丹」「らくだ」
／金原亭馬治「お札はが
～独演会 小燕枝の会《
23:00 桂竹千代「竹千代の風土
し」／蜃気楼龍玉「栗橋
粋 らくご》
宿」《夢 寄席》
記」Vol.2(前)～楽器カフェ
すずらん亭 ゲスト：立川
23:30
春風亭柳橋 「堀の内」「
寸志
妾馬」～春風亭柳橋の会
より《粋 らくご》
24:00 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
24:30
24:45～三遊亭遊之介「 桂春若「植木屋娘」「三十
寄席》
三方一両損」「鰻の幣間」 石」～三代目春団冶の遺
～粋でいなせで抱腹絶 志を継ぎ上方落語をけん
25:00 柳家さん喬「寝床」～三
倒。小遊三の弟子が本 引する愛弟子が、桂文枝
越落語会より《粋 らくご
物の芸をお届けします《 直伝の名作を披露！《上
》
25:30
粋 らくご》
25:45～古今亭文菊「紙
入れ」「天災」～よこはま
文菊開花亭より《粋 らく
26:00 桂福丸「餅屋問答」「女侠 笑福亭仁智「源太と兄貴
ご》
客・奴の小万」～桂福丸 」「高津の富」～笑福亭仁
を聴く会《粋 らくご》
智独演会《粋 らくご》
26:30

27:00 27:15～桂竹千代「竹千

27:10～桂竹千代「竹千 桂竹千代「竹千代の風土
代の風土記」Vol.1(後)～ 代の風土記」Vol.2(前)～ 記」Vol.2(後)～楽器カフェ
楽器カフェすずらん亭
楽器カフェすずらん亭
すずらん亭 ゲスト：立川
27:30
ゲスト：立川寸志
寸志 桂竹千代「茗荷宿」
、立川寸志「鮫講釈」

テレビショッピング

桂春若「植木屋娘」「三十
石」～三代目春団冶の遺
志を継ぎ上方落語をけん
引する愛弟子が、桂文枝
直伝の名作を披露！《上
方 百景》
テレビショッピング

春風亭柳太郎「夢の続き
」「カレー屋」「くしゃみ講
釈」～柳太郎の会《粋 ら
くご》
20:15～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」
柳亭小燕枝「提灯屋」「万 柳家権太楼「鰍沢」～柳
金丹」「らくだ」～独演会 家権太楼独演会より《粋
小燕枝の会《粋 らくご》 らくご》

CSもえよせ 春風亭吉好 10:30
のヲタク落語会Vol.22(前)
11:00
ゲスト：小清水亜美
テレビショッピング

11:30

匠-TAKUMI- #25

12:00

テレビショッピング

12:30

氣になるふたり会 #6～
楽器カフェすずらん亭：
春風亭朝也「猿後家」古
今亭志ん八「出目金」
金原亭馬玉、金原亭馬
治、蜃気楼龍玉「牡丹燈
籠リレー」～三雄会▽金
原亭馬玉「お露新三郎」
／金原亭馬治「お札はが
し」／蜃気楼龍玉「栗橋
三遊亭遊史郎「紙入れ」「
お見立て」～青山学院大
学落語研究会から小遊
三の弟子に。得意の若
桂右女助「ねずみ」～名
跡・三升家を継ぐ唯一の
立川談慶「ちりとてちん」
「抜け雀」～国立演芸場
独演会より《粋 らくご》

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

三遊亭全楽「文七元結」 18:00
～独演会「全楽GO！」よ
18:30
り《夢 寄席》

桂福丸「餅屋問答」「女侠 笑福亭仁智「源太と兄貴 19:00
客・奴の小万」～桂福丸 」「高津の富」～笑福亭仁
19:30
を聴く会《粋 らくご》
智独演会《粋 らくご》
20:15～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」
説経節政大夫～鎌倉時
代の僧侶の説経がルー
ツ。落語の原型とも言わ
れる幻の伝統芸能“説経
節”を名人語りで。《夢
寄席》

20:00

桂三若「落語の図書館」
Vol.4(前)～楽器カフェす
古今亭菊之丞「火焔太鼓
」「付き馬」(神楽坂伝統
芸能2020毘沙門寄席)～
粋でしなやか、名人五代
目志ん生の芸を継承す
22:15～金原亭馬の助「
花見の仇討ち」《粋 らく
ご》

20:30

瀧川鯉朝「街角のあの娘
」「松山鏡」～落語界の異
端児、古典落語だけでな
く、マニアックともいわれ
る新作落語も《夢 寄席》
瀧川鯉太「錦の袈裟」「異
母兄弟～大根多厚バー
ジョン」～伝説のコイタナ
イト～RE・BIRTH～《夢
寄席》
25:05～★笑わせnight！
三遊亭遊之介「三方一両 鯉斗に訊け！！#6～楽
★ #70～楽器カフェすず
損」「鰻の幣間」～粋でい 器カフェすずらん亭◇瀧
らん亭◇すいたんすいこ
なせで抱腹絶倒。小遊三 川鯉斗 ゲスト：春風亭
う、八福☆みずほ、おせ
の弟子が本物の芸をお 昇吾
つときょうた ゲスト：シュ
届けします《粋 らくご》
23:05～三遊亭全楽「文 桂佐ん吉「堪忍袋」「愛宕 26:15～三遊亭金時「佃 古今亭文菊「子別れ」
七元結」～独演会「全楽 山」《夢 寄席》
祭」～金時寄席《粋 らく ～よこはま文菊開花亭よ
GO！」より《夢 寄席》
ご》
り《粋 らくご》

23:00

柳家さん喬「寝床」～三
越落語会より《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》
23:50～春風亭柳太郎「
夢の続き」「カレー屋」「く
しゃみ講釈」～柳太郎の
会《粋 らくご》

27:05～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

青山らくごVol.3～風間杜
夫と旬な若手たち～風間
杜夫、笑福亭べ瓶、三遊
亭とむ、三遊亭鳳月 「
蒲田行進曲」「スチュワー
デス物語」の名優と今ノ
リにノッテいる新鮮落語
家たちの競演！意外な
化学反応が生み出す予
測不能のステージ！《夢
寄席》
鯉斗に訊け！！#5～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭
昇吾

桂米助「新聞記事」～『突
撃!隣の昼ごはん』、大人
気ドラマ『陸王』でお馴染
青山らくごVol.3～落語界
注目の若手の会～柳家
わさび、春風亭昇々、柳
家緑太 若手落語家ブー
ムをけん引する注目の
噺家が登場！古典あり、
創作ありと若いパワーが
弾ける！《夢 寄席》

21:00
21:30
22:00
22:30

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

嗚呼、成金の壁 #26～楽 嗚呼、成金の壁 #27～楽 嗚呼、成金の壁 #28～楽 27:00
器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、瀧川鯉八
亭小痴楽、瀧川鯉八
亭小痴楽、瀧川鯉八
27:30

8月31日
月
4:00 春風亭柳橋 「堀の内」「

妾馬」～春風亭柳橋の会

4:00

4:30 より《粋 らくご》

4:30

5:00 三遊亭王楽「徂徠豆腐」

5:00

～第三十九回にぎわい
5:30 道場《粋 らくご》

5:30

6:00 桂三若「落語の図書館」

6:00

Vol.3(前)～楽器カフェす
6:30 ずらん亭◇桂三若「天災
」
7:00 匠-TAKUMI- #26

6:30
7:00

7:30 テレビショッピング

7:30

8:00 柳家さん喬「寝床」～三

8:00

越落語会より《粋 らくご
8:30 》

8:30

9:00 テレビショッピング

9:00

9:30 匠-TAKUMI- #27

9:30

10:00 橘家圓太郎「甲府い(こう

10:00

ふぃ）」～池袋演芸場３月
10:30 上席より《粋 らくご》

10:30

11:00 橘家仲蔵「寝床」「ねずみ

11:00

」～橘家仲蔵独演会《粋
11:30 らくご》

11:30

12:00 氣になるふたり会 #7～

12:00

楽器カフェすずらん亭：
12:30 三遊亭司「洒落番頭」春
風亭朝也「星野屋」
13:00 桂歌若「壺算」「厩火事」
～池袋演芸場１１月上席
13:30 後半より《夢 寄席》
14:00 桂竹千代「竹千代の風土

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

記」Vol.1(後)～楽器カフェ
14:30 すずらん亭

14:30

15:00 桂佐ん吉「堪忍袋」「愛宕

15:00

山」《夢 寄席》
15:30

15:30

16:00 CSもえよせ 春風亭吉好

16:00

のヲタク落語会Vol.22(後)
16:30 ゲスト：小清水亜美

16:30

17:00 テレビショッピング

17:00

17:30 春風亭柳太郎「カレー屋

17:30

」「くしゃみ講釈」～柳太
18:00 郎の会《粋 らくご》

18:00

18:30 テレビショッピング

18:30

19:00 三遊亭遊之介「三方一両

19:00

損」「鰻の幣間」～粋でい
19:30 なせで抱腹絶倒。小遊三
の弟子が本物の芸をお
20:00 届けします《粋 らくご》

19:30
20:00

20:30 テレビショッピング

20:30

21:00 柳家権太楼「鰍沢」～柳

21:00

21:30

家権太楼独演会より《粋
らくご》

22:00 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
22:30
琢磨した朋友が魅せ
る！《粋 らくご》
23:00 嗚呼、成金の壁 #27～楽
器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、瀧川鯉八
23:30

24:00 桂福丸「餅屋問答」「女侠
24:30

客・奴の小万」～桂福丸
を聴く会《粋 らくご》

25:00 25:15～桂竹千代「竹千

代学習会」Vol.2(前)～楽
器カフェすずらん亭 ゲ
25:30
スト：春風亭柳若
26:00 26:15～柳家東三楼「寝
26:30

床」～柳家東三楼「遅れ
てきた怪物」《夢 寄席》

27:00 CSもえよせ 春風亭吉好
27:30

のヲタク落語会Vol.21(前)
～ゲスト：鈴木みのり

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

