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火
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6:00
6:30

7:30
8:00
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9月4日
金

9月5日
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三遊亭遊馬「居残り佐平 三遊亭圓丸「死神」「厩火 三遊亭歌司「江島屋」～ 三升家小勝「大工調べ」、桂 三遊亭圓輔「野ざらし」「 三遊亭鳳志「五目講釈」「 4:00
次」～三遊亭遊馬独演会 事」～新宿末廣亭定席よ 歌さんをきく会《粋 らくご 右女助「目黒のさんま」～名 船徳」～池袋演芸場６月 鰍沢」《粋 らくご》
跡・三升家を継ぐ唯一の一門 中席より《粋 らくご》
4:30
《粋 らくご》
り《粋 らくご》
》

4:30

7:00

9月2日
水

お知らせ：
9月放送の寄席チャ
ンネルの番組につ
きまして、一部、TV
ガイド誌・番組表と
は異なる内容となり
ます。
何卒ご了承下さい。

古今亭菊之丞「淀五郎」
～古今亭菊之丞独演会
in人形町vol.3《粋 らくご
》
氣になるふたり会 #10～
楽器カフェすずらん亭：
三遊亭司「看板の一」春
風亭朝也「富久」
匠-TAKUMI- #22
テレビショッピング

、傘寿を迎えた師匠を右女助
を復活させた弟子が祝う親子

五街道雲助独演会より 古今亭菊之丞「素人鰻」 三遊亭金時「愛宕山」四代目 5:00
Part.1 「徳ちゃん」「五人 ～古今亭菊之丞独演会 金馬「地見屋」～『金時、金馬
廻し」《粋 らくご》
in人形町vol.3《粋 らくご になる会』次男が五代目金馬 5:30
襲名！大きな名前に負けぬ
》
らくご》
6:00
氣になるふたり会 #11～ 氣になるふたり会 #12～ 鯉斗五十番勝負#1～楽 鯉斗五十番勝負#2～楽 語りを披露！《粋
鯉斗五十番勝負#3～楽
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 器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧
三遊亭司「浮世床」笑福 笑福亭べ瓶「ふぐ鍋」三 川鯉斗 ゲスト：笑福亭 川鯉斗 ゲスト：笑福亭 川鯉斗 ゲスト：春風亭 6:30
亭べ瓶「真田小僧」
遊亭司「子別れ」
竹三
竹三
昇々
匠-TAKUMI- #24
匠-TAKUMI- #26
匠-TAKUMI- #28
桂米助「新聞記事」～『突 宝井琴星「義士外伝 梶 7:00
撃!隣の昼ごはん』、大人 川与惣兵衛 掛け軸回し」
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
テレビショッピング

三遊亭笑遊「祇園祭」「三軒 三遊亭楽市「明烏」、三遊亭
長屋(上)」～年齢を感じさせ 栄豊満「牛ほめ」～円楽一門
ない破天荒なはじけぶり！大 会の気鋭噺家の高座をじっく
きな地声で大爆笑を誘いみ り堪能！《粋 らくご》
んなを元気に！《粋 らくご》

9:00

三升家小勝「大工調べ」、桂 三遊亭圓輔「野ざらし」「 三遊亭鳳志「五目講釈」「 入船亭扇辰「竹の水仙」 扇辰・喬太郎の会▽入船 三遊亭遊馬「居残り佐平 8:00
右女助「目黒のさんま」～名 船徳」～池袋演芸場６月 鰍沢」《粋 らくご》
～入船亭扇辰ひとり会at 亭扇辰「三方一両損」柳 次」～三遊亭遊馬独演会
跡・三升家を継ぐ唯一の一門 中席より《粋 らくご》
8:30
湯島天神《粋 らくご》
家喬太郎「縁切榎」《粋 《粋 らくご》
、傘寿を迎えた師匠を右女助
らくご》
を復活させた弟子が祝う親子
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

9:30

匠-TAKUMI- #23

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
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

三遊亭金時「愛宕山」四代目 匠-TAKUMI- #30
金馬「地見屋」～『金時、金馬
古今亭菊之丞「素人鰻」 になる会』次男が五代目金馬 テレビショッピング
～古今亭菊之丞独演会 襲名！大きな名前に負けぬ
語りを披露！《粋 らくご》

匠-TAKUMI- #33

9:30

テレビショッピング

10:00

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
のヲタク落語会Vol.23(前) のヲタク落語会Vol.23(後) のヲタク落語会Vol.24(後)
テレビショッピング
ゲスト：新井里美
ゲスト：新井里美
ゲスト：會川昇

匠-TAKUMI- #34

12:00

テレビショッピング

12:30

匠-TAKUMI- #25

三遊亭楽市「明烏」、三遊亭 五街道雲助独演会より
栄豊満「牛ほめ」～円楽一門 Part.1 「徳ちゃん」「五人
会の気鋭噺家の高座をじっく 廻し」《粋 らくご》
り堪能！《粋 らくご》

匠-TAKUMI- #27

in人形町vol.3《粋 らくご テレビショッピング
》
三遊亭圓輔「野ざらし」「 三遊亭鳳志「五目講釈」「 入船亭扇辰「竹の水仙」 匠-TAKUMI- #29
船徳」～池袋演芸場６月 鰍沢」《粋 らくご》
～入船亭扇辰ひとり会at
テレビショッピング
中席より《粋 らくご》
湯島天神《粋 らくご》
嗚呼、成金の壁 #32～楽
器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、瀧川鯉八「暴
れ牛奇譚」
三遊亭鳳楽「湯屋番」～
円生百席に挑戦第41回《
粋 らくご》

春風亭昇乃進「看板のピン」「 桂歌助「城木屋」「くだん」～ 桂かい枝「どうらんの幸
取り調べ中」～テンポのよい 師匠歌丸の背中を追い続け 助」～独演会『復活古墳
語り口で新作も古典も。登場 た３２年…その遺志を胸に。《 落語』《粋 らくご》
人物たちが生き生きと高座か 粋 らくご》
ら浮かびあがる。《粋 らくご》

桂竹千代「竹千代学習会
」Vol.3(前)～楽器カフェす
ずらん亭 ゲスト：立川が
じら
テレビショッピング

桂竹千代「竹千代学習会 10:30
」Vol.3(後)～楽器カフェす
ずらん亭 ゲスト：立川が 11:00
じら
11:30
テレビショッピング

三遊亭遊雀 「熊の皮～ 桂三若「落語の図書館」 13:00
野ざらし」～遊雀ひとり会 Vol.6(後)～楽器カフェす
at湯島天神《粋 らくご》 三遊亭圓馬「高砂や」～ 13:30
酔っぱらいを演じたらピ
説経節政大夫～鎌倉時 柳亭小燕枝「提灯屋」「万 14:00
代の僧侶の説経がルー 金丹」「らくだ」～独演会
ツ。落語の原型とも言わ 小燕枝の会《粋 らくご》 14:30
れる幻の伝統芸能“説経
15:00
15:15～古今亭菊生「干
物箱」～圓菊遺伝子の会
15:30
《粋 らくご》

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 #13～楽 嗚呼、成金の壁 #14～楽
のヲタク落語会Vol.24(前) のヲタク落語会Vol.24(後) 器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧
ゲスト：會川昇
ゲスト：會川昇
川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、 川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、
春風亭柳若
春風亭柳若
三遊亭鳳楽「紺屋高尾」 春風亭柳之助「竹の水仙 歌太郎改メ 三遊亭志う歌「文 桂南喬「池田大助」～三
～円生百席に挑戦第44 」「二十四孝」～池袋演芸 七元結」 真打昇進披露特別 平堂落語会《粋 らくご》
回《粋 らくご》
場10月中席より《粋 らく 公演 ～NHK新人落語大賞
受賞の大器がついに真打
ご》
SIXで華麗に披
★笑わせnight！★ #71 ★笑わせnight！★ #72 に！GINZA
★笑わせnight！★
#73 三遊亭鳳楽「湯屋番」～ 三遊亭遊馬「居残り佐平 嗚呼、成金の壁 #15～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 円生百席に挑戦第41回《 次」～三遊亭遊馬独演会 器カフェすずらん亭◇柳
◇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 粋 らくご》
《粋 らくご》
亭小痴楽、瀧川鯉八
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
三遊亭歌扇「締め込み」「竹 桂三若「落語の図書館」 三遊亭圓丸「死神」「厩火
三遊亭とん馬「稽古屋」 テレビショッピング
テレビショッピング
の水仙」～故三代目三遊亭 Vol.6(前)～楽器カフェす 事」～新宿末廣亭定席よ
～池袋演芸場７月上席
三笑亭小夢「看板のピン 笑福亭たま「兵庫船」～ 立川談四楼「目黒の秋刀 圓歌の最後の弟子。内弟子 ずらん亭◇桂三若「友よ り《粋 らくご》
として継承した古典落語を披
」「表札」～あの小泉進次 笑福亭たま深川独演会《 魚」《夢 寄席》
夏祭りへ行こう(逢坂まひ
露。《鮮 あざやか》
18:15～桂三若「怒りのパ 夢 寄席》
★笑わせnight！★ #74 三遊亭丈助(たん丈 改メ)「 三遊亭楽大「紙入れ」「粗忽
ワー」～花のお江戸で十
～楽器カフェすずらん亭 出来心」「老人前座じじ太郎」 の釘」真打昇進披露特別高
テレビショッピング
テレビショッピング
八番勝負６《夢 寄席》
◇すいたんすいこう、八 ～42歳で新作の神様・圓丈 座～大ファンの伊集院光の
福☆みずほ、おせつとき に弟子入り。悲願の還暦前 落語家時代の高座名を受け
あざ 継いで。岩手県大船渡市の
三遊亭楽大「紙入れ」「粗忽 桂南喬「池田大助」～三 六代目玉屋柳勢(柳亭市楽 三笑亭小夢「看板のピン」「表 真打昇進を実現！《鮮
笑福亭たま「兵庫船」～
立川談四楼「目黒の秋刀
の釘」真打昇進披露特別高 平堂落語会《粋 らくご》 改メ)「ねずみ」「大工調べ(上) 札」～あの小泉進次郎も応 笑福亭たま深川独演会《 魚」《夢 寄席》
座～大ファンの伊集院光の 19:45～桂三若「寝床」～ 」～柳亭市馬の一番弟子が 援！横須賀初の真打、出版 夢 寄席》
落語家時代の高座名を受け 花のお江戸で十八番勝 ついに真打昇進！威勢のい 社勤務から30歳で転身した
継いで。岩手県大船渡市の
い名跡を襲名して元気に花 異色の落語家《夢 寄席》
瀧川鯉朝「あいつのいな 負６《夢 寄席》
三笑亭茶楽「たち切り」 嗚呼、成金の壁 #31～楽 嗚呼、成金の壁 #32～楽 CSもえよせ 春風亭吉好
い朝」～池袋演芸場８月
～池袋演芸場10月中席 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.23(前)
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
亭小痴楽「欠伸指南」、 亭小痴楽、瀧川鯉八「暴 ゲスト：新井里美
瀧川鯉八
れ牛奇譚」
三遊亭遊雀 「熊の皮～ 三遊亭鳳楽「湯屋番」～ 古今亭菊之丞「火焔太鼓」「 三遊亭楽市「明烏」、三 桂文治、入船亭扇治 『新 入船亭扇辰 『扇辰日和
付き馬」(神楽坂伝統芸能
野ざらし」～遊雀ひとり会 円生百席に挑戦第41回《
遊亭栄豊満「牛ほめ」～ 宿末廣亭余一会昼の部 ～入船亭扇辰独演会』～
2020毘沙門寄席)～粋でしな 円楽一門会の気鋭噺家 文治・扇治二人会』～名 柔らかで落ち着いた雰囲
at湯島天神《粋 らくご》 粋 らくご》
やか、名人五代目志ん生の
の高座をじっくり堪能！《 門寄席の大人気二人会 気と端正な口調、そして
芸を継承するこれぞ江戸落
粋 らくご》
をお届け！芸協を代表 繊細な演技力。同期の
語の真髄！《粋 らくご》
扇辰・喬太郎の会▽入船 青山らくごVol.3～落語界注 22:15～春風亭柳太郎「 三遊亭歌司「江島屋」～ する古典派の実力者と 柳家喬太郎と人気、実力
亭扇辰「三方一両損」柳 目の若手の会～柳家わさび 夢の続き」～柳太郎の会 歌さんをきく会《粋 らくご 図書館司書の資格を持 ともに双璧をなす格調高
つ達人が魅せる！《粋
い風格が漂う本寸法の
家喬太郎「縁切榎」《粋 、春風亭昇々、柳家緑太 若 《粋 らくご》
》
手落語家ブームをけん引す
らくご》
魅力。《粋 らくご》
らくご》
る注目の噺家が登場！古典
あり、創作ありと若いパワー
桂竹千代「竹千代学習会 23:15～三遊亭わん丈「来場
」Vol.4(後)～楽器カフェす 御礼」「子ほめのイヤホンガ
ずらん亭 ゲスト：桂笹丸 イド」～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》

桂三若「落語の図書館」
Vol.5(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「生ま
れ変わり(桂三枝作)」

講談：神田陽子 池袋演芸場
8月中席～芸歴40年を越え、
日本講談協会会長も務めた
女流講談師の重鎮！得意の 青山らくごVol.3～風間杜夫と
身も凍るような怪談噺をあな 旬な若手たち～風間杜夫、
笑福亭べ瓶、三遊亭とむ、三
たに！《夢 寄席》
青山らくごVol.3～風間杜 講談 田辺銀冶「源平盛 古今亭志ん五「警察２３ 24:15～春風亭柳太郎「カ 粋な文明開化～意外な 遊亭鳳月 「蒲田行進曲」「ス
チュワーデス物語」の名優と
夫と旬な若手たち～風間 衰記 五条橋」/神田すず 時ごろ」「子別れ」～道楽 レー屋」「くしゃみ講釈」～ 二人の異文化交流～
杜夫、笑福亭べ瓶、三遊 「新門辰五郎 おぬいの 亭出張寄席 古今亭志ん 柳太郎の会《粋 らくご》 Vol.1 桂雀々 ゲスト：中 今ノリにノッテいる新鮮落語
家たちの競演！意外な化学
亭とむ、三遊亭鳳月 「 義侠」《夢 寄席》
五《夢 寄席》
井貴一
反応が生み出す予測不能の
蒲田行進曲」「スチュワー
ステージ！《夢 寄席》

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
三遊亭圓輔「辰巳の辻占
」 ～８９歳にしてバリバ
リ現役の圧倒的なパワ
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
い名跡を襲名して元気に花
火を打ち上げる！《鮮 あざ

鯉斗五十番勝負#4～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭
昇々

嗚呼、成金の壁 #29～楽
器カフェすずらん亭◇春
風亭昇々 ゲスト：昔昔
亭Ａ太郎、春風亭柳若

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》

嗚呼、成金の壁 #30～楽
器カフェすずらん亭◇春
風亭昇々 ゲスト：昔昔
亭Ａ太郎、春風亭柳若

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)

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

三遊亭圓輔「辰巳の辻占 25:00
」 ～８９歳にしてバリバ
リ現役の圧倒的なパワ
嗚呼、成金の壁 #31～楽 25:30
器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽「欠伸指南」、
26:00
瀧川鯉八

三笑亭小夢「看板のピン」「表 笑福亭たま「兵庫船」～ 立川談四楼「目黒の秋刀
札」～あの小泉進次郎も応 笑福亭たま深川独演会《 魚」《夢 寄席》
援！横須賀初の真打、出版 夢 寄席》
桂竹丸「明智光秀」～池 風間杜夫の落語会「火焔 26:30
社勤務から30歳で転身した
異色の落語家《夢 寄席》
袋演芸場12月中席より《 太鼓」「夢の酒」《夢 寄

嗚呼、成金の壁 #14～楽 嗚呼、成金の壁 #15～楽 嗚呼、成金の壁 #16～楽
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳
川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、 亭小痴楽、瀧川鯉八
亭小痴楽、瀧川鯉八
春風亭柳若

★笑わせnight！★ #71
～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：トキヨアキ

粋 らくご》
席》
27:00
★笑わせnight！★ #72
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
桂右女助「ねずみ」～名 27:30
福☆みずほ、おせつとき
跡・三升家を継ぐ唯一の
ょうた ゲスト：トキヨアキ
一門、傘寿を迎えた師匠

9月7日
月

9月8日
火

9月9日
水

9月10日
木

9月11日
金

9月12日
土

9月13日
日

4:00 入船亭扇好「看板のピン 三升家小勝「大工調べ」、桂
」／三遊亭歌武蔵「鹿政 右女助「目黒のさんま」～名
4:30 談」～第53回歌武蔵・扇 跡・三升家を継ぐ唯一の一門
好二人会(前編)《粋 らく 、傘寿を迎えた師匠を右女助
を復活させた弟子が祝う親子
5:00 三遊亭遊雀 「熊の皮～ 五街道雲助独演会より

三遊亭圓輔「野ざらし」「 三遊亭鳳志「五目講釈」「 入船亭扇辰「竹の水仙」 扇辰・喬太郎の会▽入船亭 三遊亭圓丸「死神」「厩火 4:00
船徳」～池袋演芸場６月 鰍沢」《粋 らくご》
～入船亭扇辰ひとり会at 扇辰「三方一両損」柳家喬太 事」～新宿末廣亭定席よ
郎「縁切榎」《粋 らくご》
4:30
中席より《粋 らくご》
湯島天神《粋 らくご》
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

古今亭菊之丞「淀五郎」 三遊亭笑遊「祇園祭」「三軒 三遊亭遊雀 「熊の皮～
野ざらし」～遊雀ひとり会 Part.2 「居残り佐平次」《 ～古今亭菊之丞独演会 長屋(上)」～年齢を感じさせ 野ざらし」～遊雀ひとり会
5:30 at湯島天神《粋 らくご》 粋 らくご》
in人形町vol.3《粋 らくご ない破天荒なはじけぶり！大 at湯島天神《粋 らくご》
きな地声で大爆笑を誘いみ
》
んなを元気に！《粋 らくご》
6:00 鯉斗五十番勝負#4～楽 嗚呼、成金の壁 #29～楽 嗚呼、成金の壁 #30～楽 嗚呼、成金の壁 #31～楽 嗚呼、成金の壁 #32～楽
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇春 器カフェすずらん亭◇春 器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳
6:30 川鯉斗 ゲスト：春風亭 風亭昇々 ゲスト：昔昔 風亭昇々 ゲスト：昔昔 亭小痴楽「欠伸指南」、 亭小痴楽、瀧川鯉八「暴
昇々
亭Ａ太郎、春風亭柳若 亭Ａ太郎、春風亭柳若 瀧川鯉八
れ牛奇譚」
7:00 匠-TAKUMI- #22
匠-TAKUMI- #24
匠-TAKUMI- #26
匠-TAKUMI- #28
匠-TAKUMI- #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

五街道雲助独演会より 古今亭菊之丞「淀五郎」 5:00
Part.2 「居残り佐平次」《 ～古今亭菊之丞独演会
粋 らくご》
in人形町vol.3《粋 らくご 5:30
》
CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好 6:00
のヲタク落語会Vol.23(前) のヲタク落語会Vol.23(後)
6:30
ゲスト：新井里美
ゲスト：新井里美
宝井琴鶴「太閤記より 明 宝井琴調「大岡政談より 7:00
智左馬之助 湖水渡り」 人情匙加減」～独演会『
7:30
テレビショッピング
テレビショッピング

8:00 三遊亭歌司「江島屋」～

入船亭扇辰「竹の水仙」 三遊亭遊馬「居残り佐平 入船亭扇好「看板のピン」／ 三升家小勝「大工調べ」、桂 三遊亭圓輔「野ざらし」「 三遊亭歌司「江島屋」～ 8:00
歌さんをきく会《粋 らくご ～入船亭扇辰ひとり会at 次」～三遊亭遊馬独演会 三遊亭歌武蔵「鹿政談」～第 右女助「目黒のさんま」～名 船徳」～池袋演芸場６月 歌さんをきく会《粋 らくご
53回歌武蔵・扇好二人会(前 跡・三升家を継ぐ唯一の一門 中席より《粋 らくご》
8:30 》
8:30
湯島天神《粋 らくご》
《粋 らくご》
》
編)《粋 らくご》

9:00 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

テレビショッピング

テレビショッピング

、傘寿を迎えた師匠を右女助
を復活させた弟子が祝う親子

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

9:30
古今亭菊之丞「淀五郎」 匠-TAKUMI- #33
匠-TAKUMI- #20
～古今亭菊之丞独演会
10:00
五街道雲助独演会より in人形町vol.3《粋 らくご テレビショッピング
テレビショッピング
Part.2 「居残り佐平次」《 》
テレビショッピング
桂三若「落語の図書館」 氣になるふたり会 #9～ 10:30
粋 らくご》
Vol.6(後)～楽器カフェす 楽器カフェすずらん亭：
三遊亭歌司「江島屋」～ 匠-TAKUMI- #31
ずらん亭◇桂三若「子は 春風亭朝也「鈴ヶ森」三 11:00
～入船亭扇辰ひとり会at 亭扇辰「三方一両損」柳 事」～新宿末廣亭定席よ 歌さんをきく会《粋 らくご
鎹」
遊亭司「紋三郎稲荷」
11:30 湯島天神《粋 らくご》
11:30
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
家喬太郎「縁切榎」《粋 り《粋 らくご》
》
らくご》
12:00 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 嗚呼、成金の壁 #13～楽 嗚呼、成金の壁 #14～楽 匠-TAKUMI- #34
12:00
匠-TAKUMI- #21
のヲタク落語会Vol.23(後) のヲタク落語会Vol.24(前) のヲタク落語会Vol.24(後) 器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧
12:30 ゲスト：新井里美
12:30
テレビショッピング
ゲスト：會川昇
ゲスト：會川昇
川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、 川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、 テレビショッピング
春風亭柳若
春風亭柳若
13:00 桂伸治「片棒」「お見立て 三遊亭鳳楽「紺屋高尾」 春風亭柳之助「竹の水仙 歌太郎改メ 三遊亭志う歌「文 三遊亭歌扇「締め込み」「竹 三遊亭笑遊「祇園祭」「三軒 嗚呼、成金の壁 #16～楽 13:00
」～池袋演芸場９月上席 ～円生百席に挑戦第44 」「二十四孝」～池袋演芸 七元結」 真打昇進披露特別 の水仙」～故三代目三遊亭 長屋(上)」～年齢を感じさせ 器カフェすずらん亭◇柳
13:30 より《粋 らくご》
13:30
回《粋 らくご》
場10月中席より《粋 らく 公演 ～NHK新人落語大賞 圓歌の最後の弟子。内弟子 ない破天荒なはじけぶり！大 亭小痴楽、瀧川鯉八
受賞の大器がついに真打
として継承した古典落語を披 きな地声で大爆笑を誘いみ
ご》
に！GINZA SIXで華麗に披 露。《鮮 あざやか》
んなを元気に！《粋
らくご》
14:00 嗚呼、成金の壁 #16～楽 ★笑わせnight！★ #71 ★笑わせnight！★ #72 ★笑わせnight！★ #73 ★笑わせnight！★ #74 桂文治、入船亭扇治 『新宿 古今亭菊之丞「火焔太鼓」「 14:00
器カフェすずらん亭◇柳 ～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 末廣亭余一会昼の部 文治・ 付き馬」(神楽坂伝統芸能
14:30 亭小痴楽、瀧川鯉八
◇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 ◇すいたんすいこう、八 扇治二人会』～名門寄席の 2020毘沙門寄席)～粋でしな 14:30
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 大人気二人会をお届け！芸 やか、名人五代目志ん生の
協を代表する古典派の実力 芸を継承するこれぞ江戸落
15:00 六代目玉屋柳勢(柳亭市楽 三笑亭小夢「看板のピン」「表 笑福亭たま「兵庫船」～ 立川談四楼「目黒の秋刀 春風亭昇乃進「看板のピン」「
15:15～三遊亭丈助(たん 15:00
改メ)「ねずみ」「大工調べ(上) 札」～あの小泉進次郎も応 笑福亭たま深川独演会《 魚」《夢 寄席》
取り調べ中」～テンポのよい 者と図書館司書の資格を持 丈 改メ)「出来心」「老人
つ達人が魅せる！《粋 らくご
」～柳亭市馬の一番弟子が
援！横須賀初の真打、出版
語り口で新作も古典も。登場
15:30
夢 寄席》
前座じじ太郎」～42歳で 15:30
》
ついに真打昇進！威勢のい 社勤務から30歳で転身した
人物たちが生き生きと高座か
新作の神様・圓丈に弟子
寄席》
らくご》
16:00 い名跡を襲名して元気に花
桂竹千代「竹千代学習会 異色の落語家《夢
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」 ら浮かびあがる。《粋
桂歌助「城木屋」「くだん」
三遊亭遊馬「居残り佐平 16:15～桂竹千代「竹千 16:00
」Vol.4(前)～楽器カフェす 」Vol.4(後)～楽器カフェす Vol.5(前)～楽器カフェす Vol.5(後)～楽器カフェす ～師匠歌丸の背中を追 次」～三遊亭遊馬独演会 代学習会」Vol.3(前)～楽
16:30 ずらん亭 ゲスト：桂笹丸 ずらん亭 ゲスト：桂笹丸 ずらん亭◇桂三若「生ま ずらん亭◇桂三若「宿屋 い続けた３２年…その遺 《粋 らくご》
器カフェすずらん亭 ゲ 16:30
れ変わり(桂三枝作)」
仇」
志を胸に。《粋 らくご》
スト：立川がじら
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
風間杜夫の落語会「火焔 講談：神田陽子 池袋演芸場 17:15～入船亭扇好「看 17:00
8月中席～芸歴40年を越え、
太鼓」「夢の酒」《夢 寄
板のピン」／三遊亭歌武
日本講談協会会長も務めた 蔵「鹿政談」～第53回歌 17:30
17:30 風間杜夫の落語会「火焔 神田蘭「鼓ヶ滝」「曲馬団 講談 田辺銀冶「源平盛 古今亭志ん五「警察２３ 席》
女流講談師の重鎮！得意の
太鼓」「夢の酒」《夢 寄 の女」～寿真打昇進披露 衰記 五条橋」/神田すず 時ごろ」「子別れ」～道楽
武蔵・扇好二人会(前編)
身も凍るような怪談噺をあな
18:00 席》
興行より《夢 寄席》
「新門辰五郎 おぬいの 亭出張寄席 古今亭志ん 桂三若「落語の図書館」 神田蘭「鼓ヶ滝」「曲馬団 講談 田辺銀冶「源平盛衰記 18:00
Vol.6(前)～楽器カフェす の女」～寿真打昇進披露 五条橋」/神田すず「新門辰
義侠」《夢 寄席》
五《夢 寄席》
五郎 おぬいの義侠」《夢 寄 18:30
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
ずらん亭◇桂三若「友よ 興行より《夢 寄席》
席》
夏祭りへ行こう(逢坂まひ
19:00 瀧川鯉朝「街角のあの娘」「 風間杜夫の落語会「火焔 春風亭昇乃進「看板のピ 神田蘭「鼓ヶ滝」「曲馬団 講談 田辺銀冶「源平盛 古今亭志ん五「警察２３ 古今亭志ん吉「もう半分」 19:00
松山鏡」～落語界の異端児、 太鼓」「夢の酒」《夢 寄 ン」「取り調べ中」～テン の女」～寿真打昇進披露 衰記 五条橋」/神田すず 時ごろ」「子別れ」～道楽 「池田大助」～早稲田大
19:30 古典落語だけでなく、マニア 席》
19:45～立川左平次「権 興行より《夢 寄席》
「新門辰五郎 おぬいの 亭出張寄席 古今亭志ん 学“非”落研が落語家に 19:30
ックともいわれる新作落語も《
兵衛狸」～独演会「紀尾
義侠」《夢 寄席》
五《夢 寄席》
。古典、新作をたっぷり
夢
寄席》
20:00 桂米助「新聞記事」～『突 宝井琴星「義士外伝 梶 井町のサヘイジ」より《夢 宝井琴鶴「太閤記より 明 嗚呼、成金の壁 #13～楽 嗚呼、成金の壁 #14～楽 嗚呼、成金の壁 #15～楽 20:00
撃!隣の昼ごはん』、大人 川与惣兵衛 掛け軸回し」 寄席》
智左馬之助 湖水渡り」 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◇柳
20:30 テレビショッピング
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
川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、 川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、 亭小痴楽、瀧川鯉八
春風亭柳若
春風亭柳若
21:00 五街道雲助独演会より 古今亭菊之丞「淀五郎」 桂歌助「城木屋」「くだん」 入船亭扇辰 『扇辰日和 五街道雲助独演会より 瀧川鯉昇 池袋演芸場8月中 金原亭馬生「品川心中」「 21:00
Part.2 「居残り佐平次」《 ～古今亭菊之丞独演会 ～師匠歌丸の背中を追 ～入船亭扇辰独演会』～ Part.1 「徳ちゃん」「五人 席～独特の間と唯一無二の 安兵衛狐」～扇遊・馬生
雰囲気で、最も人気のある噺 ふたり会より《粋 らくご》
粋 らくご》
in人形町vol.3《粋 らくご い続けた３２年…その遺 柔らかで落ち着いた雰囲 廻し」《粋 らくご》
21:30
21:30
家の１人として君臨！確かな
》
志を胸に。《粋 らくご》 気と端正な口調、そして
芸に裏打ちされた破天荒な
繊細な演技力。同期の
高座を堪能！《粋 らくご》
22:00 扇辰・喬太郎の会▽入船 三遊亭遊馬「居残り佐平 古今亭菊之丞「火焔太鼓 柳家喬太郎と人気、実力 入船亭扇好「看板のピン 氣になるふたり会 #10～ 22:15～三遊亭鳳志「五 22:00
亭扇辰「三方一両損」柳 次」～三遊亭遊馬独演会 」「付き馬」(神楽坂伝統 ともに双璧をなす格調高 」／三遊亭歌武蔵「鹿政 楽器カフェすずらん亭： 目講釈」「鰍沢」《粋 らく
家喬太郎「縁切榎」《粋 《粋 らくご》
芸能2020毘沙門寄席)～ い風格が漂う本寸法の 談」～第53回歌武蔵・扇 三遊亭司「看板の一」春 ご》
22:30
22:30
らくご》
粋でしなやか、名人五代 魅力。《粋 らくご》
好二人会(前編)《粋 らく 風亭朝也「富久」
目志ん生の芸を継承す
ご》
23:00 桂三若「落語の図書館」 講談：神田陽子 池袋演芸場 るこれぞ江戸落語の真
桂文治、入船亭扇治 『新 22:55～粋な文明開化～ 23:15～説経節政大夫～ 23:00
Vol.6(前)～楽器カフェす 8月中席～芸歴40年を越え、 髄！《粋 らくご》
宿末廣亭余一会昼の部 意外な二人の異文化交 鎌倉時代の僧侶の説経
ずらん亭◇桂三若「友よ 日本講談協会会長も務めた
文治・扇治二人会』～名 流～Vol.3ホスト：桂雀々 がルーツ。落語の原型と
23:30
23:30
桂三若「落語の図書館」 宝井琴調「大岡政談より 人
夏祭りへ行こう(逢坂まひ 女流講談師の重鎮！得意の
門寄席の大人気二人会 ゲスト：田中要次
も言われる幻の伝統芸
身も凍るような怪談噺をあな Vol.6(後)～楽器カフェす 情匙加減」～独演会『封印切
る原案/桂三若作)」「大 たに！《夢 寄席》
をお届け！芸協を代表
能“説経節”を名人語りで
ずらん亭◇桂三若「子は の会』《夢 寄席》
24:00 古今亭志ん吉「もう半分」 説経節政大夫～鎌倉時代の 三遊亭藍馬「猿後家」「王子 川柳つくし「健康診断に する古典派の実力者と
24:00
粋な文明開化～意外な 。《夢 寄席》
「池田大助」～早稲田大 僧侶の説経がルーツ。落語 の狐」 真打昇進披露興行～ 行こう！」「早慶戦」「守護 図書館司書の資格を持 二人の異文化交流～
の原型とも言われる幻の伝
元大相撲力士と結婚し２児の
学“非”落研が落語家に
神」～川柳つくし独演会《 つ達人が魅せる！《粋
Vol.4 ホスト：桂雀々 ゲ 宝井琴調「大岡政談より 人
24:30
24:30
らくご》
。古典、新作をたっぷり 統芸能“説経節”を名人語り ママに。子供たちの笑顔を力 夢 寄席》
スト：綾田俊樹
情匙加減」～独演会『封印切
で。《夢 寄席》
に！《夢 寄席》
お届け《夢 寄席》
の会』《夢 寄席》
25:00 嗚呼、成金の壁 #32～楽 25:15～古今亭志ん陽「 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
CSもえよせ 春風亭吉好 25:00
器カフェすずらん亭◇柳 芋俵」～志ん陽の会２７《 のヲタク落語会Vol.23(前) のヲタク落語会Vol.23(後) のヲタク落語会Vol.24(前)
のヲタク落語会Vol.24(後)
亭小痴楽、瀧川鯉八「暴 粋 らくご》
ゲスト：新井里美
ゲスト：新井里美
ゲスト：會川昇
ゲスト：會川昇
25:30
25:30
入船亭扇辰 『扇辰日和
れ牛奇譚」
～入船亭扇辰独演会』～
柔らかで落ち着いた雰囲
26:00 神田蘭「鼓ヶ滝」「曲馬団 講談 田辺銀冶「源平盛 古今亭志ん五「警察２３ 古今亭志ん吉「もう半分」 三遊亭藍馬「猿後家」「王子
川柳つくし「健康診断に 26:00
気と端正な口調、そして
の女」～寿真打昇進披露 衰記 五条橋」/神田すず 時ごろ」「子別れ」～道楽 「池田大助」～早稲田大 の狐」 真打昇進披露興行～
行こう！」「早慶戦」「守護
繊細な演技力。同期の
元大相撲力士と結婚し２児の
興行より《夢 寄席》
「新門辰五郎 おぬいの 亭出張寄席 古今亭志ん 学“非”落研が落語家に
神」～川柳つくし独演会《
26:30
26:30
ママに。子供たちの笑顔を力 柳家喬太郎と人気、実力
義侠」《夢 寄席》
五《夢 寄席》
。古典、新作をたっぷり
夢 寄席》
ともに双璧をなす格調高
に！《夢 寄席》
お届け《夢 寄席》
い風格が漂う本寸法の
27:00 ★笑わせnight！★ #74 桂竹千代「竹千代学習会 桂竹千代「竹千代学習会 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」 27:00
魅力。《粋 らくご》
～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 」Vol.4(前)～楽器カフェす 」Vol.4(後)～楽器カフェす
Vol.5(後)～楽器カフェす
◇すいたんすいこう、八 ずらん亭 ゲスト：立川が ずらん亭 ゲスト：立川が ずらん亭 ゲスト：桂笹丸 ずらん亭 ゲスト：桂笹丸
ずらん亭◇桂三若「宿屋
27:30
27:30
福☆みずほ、おせつとき じら
じら
仇」
ょうた ゲスト：スクラップ

匠-TAKUMI- #27

10:00 古今亭菊之丞「淀五郎」 三遊亭笑遊「祇園祭」「三軒 三遊亭遊雀 「熊の皮～
～古今亭菊之丞独演会 長屋(上)」～年齢を感じさせ 野ざらし」～遊雀ひとり会
10:30 in人形町vol.3《粋 らくご ない破天荒なはじけぶり！大 at湯島天神《粋 らくご》
きな地声で大爆笑を誘いみ
》
んなを元気に！《粋 らくご》
11:00 入船亭扇辰「竹の水仙」 扇辰・喬太郎の会▽入船 三遊亭圓丸「死神」「厩火

匠-TAKUMI- #29

9月14日
月

9月15日
火

4:00 三遊亭歌司「江島屋」～

扇辰・喬太郎の会▽入船
歌さんをきく会《粋 らくご 亭扇辰「三方一両損」柳
家喬太郎「縁切榎」《粋
らくご》
5:00 三遊亭笑遊「祇園祭」「三 五街道雲助独演会より
軒長屋(上)」～年齢を感 Part.1 「徳ちゃん」「五人
5:30 じさせない破天荒なはじ 廻し」《粋 らくご》
けぶり！大きな地声で大
6:00 CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.24(前) のヲタク落語会Vol.24(後)
6:30 ゲスト：會川昇
ゲスト：會川昇
4:30 》

7:00 匠-TAKUMI- #22

匠-TAKUMI- #24

7:30 テレビショッピング

テレビショッピング

9月16日
水

9月17日
木

9月18日
金

9月19日
土

三遊亭遊馬「居残り佐平 入船亭扇好「看板のピン 三升家小勝「大工調べ」 三遊亭圓輔「野ざらし」「
次」～三遊亭遊馬独演会 」／三遊亭歌武蔵「鹿政 、桂右女助「目黒のさん 船徳」～池袋演芸場６月
《粋 らくご》
談」～第53回歌武蔵・扇 ま」～名跡・三升家を継 中席より《粋 らくご》
好二人会(前編)《粋 らく ぐ唯一の一門、傘寿を迎
古今亭菊之丞「素人鰻」 三遊亭遊雀 「熊の皮～ 三遊亭金時「愛宕山」四 三遊亭兼好「熊の皮」「干
～古今亭菊之丞独演会 野ざらし」～遊雀ひとり会 代目金馬「地見屋」～『金 物箱」～第25回横浜ひと
in人形町vol.3《粋 らくご at湯島天神《粋 らくご》 時、金馬になる会』次男 り会より《粋 らくご》
》
が五代目金馬襲名！大
嗚呼、成金の壁 #13～楽 嗚呼、成金の壁 #14～楽 嗚呼、成金の壁 #15～楽 嗚呼、成金の壁 #16～楽
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◇柳 器カフェすずらん亭◇柳
川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、 川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、 亭小痴楽、瀧川鯉八
亭小痴楽、瀧川鯉八
春風亭柳若
春風亭柳若
匠-TAKUMI- #26
匠-TAKUMI- #28
匠-TAKUMI- #30
三遊亭圓輔「辰巳の辻占
」 ～８９歳にしてバリバ
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 扇辰・喬太郎の会▽入船 三遊亭遊馬「居残り佐平 三遊亭圓丸「死神」「厩火 三遊亭歌司「江島屋」～

9月20日
日
三遊亭鳳志「五目講釈」「 4:00
鰍沢」《粋 らくご》
4:30

五街道雲助独演会より 5:00
Part.2 「居残り佐平次」《
5:30
粋 らくご》
★笑わせnight！★ #71
～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
鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀池
」～鶴瓶が名付け親の会
テレビショッピング

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

入船亭扇好「看板のピン 三遊亭鳳志「五目講釈」「
亭扇辰「三方一両損」柳 次」～三遊亭遊馬独演会 事」～新宿末廣亭定席よ 歌さんをきく会《粋 らくご 」／三遊亭歌武蔵「鹿政 鰍沢」《粋 らくご》
8:30 家喬太郎「縁切榎」《粋
《粋 らくご》
り《粋 らくご》
》
談」～第53回歌武蔵・扇
らくご》
好二人会(前編)《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
テレビショッピング

入船亭扇辰「竹の水仙」 8:00
～入船亭扇辰ひとり会at
8:30
湯島天神《粋 らくご》
テレビショッピング

9:00

9:30 匠-TAKUMI- #23

匠-TAKUMI- #24

9:30

テレビショッピング

10:00

匠-TAKUMI- #25

匠-TAKUMI- #27

10:00 古今亭菊之丞「素人鰻」

三遊亭遊雀 「熊の皮～ 三遊亭楽市「明烏」、三
～古今亭菊之丞独演会 野ざらし」～遊雀ひとり会 遊亭栄豊満「牛ほめ」～
円楽一門会の気鋭噺家
》
の高座をじっくり堪能！《
11:00 三升家小勝「大工調べ」 三遊亭圓輔「野ざらし」「 三遊亭歌司「江島屋」～
、桂右女助「目黒のさん 船徳」～池袋演芸場６月 歌さんをきく会《粋 らくご
11:30 ま」～名跡・三升家を継 中席より《粋 らくご》
》
ぐ唯一の一門、傘寿を迎
12:00 ★笑わせnight！★ #71 ★笑わせnight！★ #72 ★笑わせnight！★ #73
～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
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
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
13:00 三遊亭楽大「紙入れ」「粗 六代目玉屋柳勢(柳亭市 三笑亭小夢「看板のピン
忽の釘」真打昇進披露特 楽 改メ)「ねずみ」「大工 」「表札」～あの小泉進次
13:30 別高座～大ファンの伊集 調べ(上)」～柳亭市馬の 郎も応援！横須賀初の
院光の落語家時代の高 一番弟子がついに真打 真打、出版社勤務から30
14:00 桂竹千代「竹千代学習会 桂竹千代「竹千代学習会 桂竹千代「竹千代学習会
」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
14:30 ずらん亭 ゲスト：立川が ずらん亭 ゲスト：桂笹丸 ずらん亭 ゲスト：桂笹丸
じら
15:00 古今亭志ん五「警察２３ 古今亭志ん吉「もう半分」 三遊亭藍馬「猿後家」「王
時ごろ」「子別れ」～道楽 「池田大助」～早稲田大 子の狐」 真打昇進披露
15:30 亭出張寄席 古今亭志ん 学“非”落研が落語家に 興行～元大相撲力士と
五《夢 寄席》
。古典、新作をたっぷり 結婚し２児のママに。子
16:00 氣になるふたり会 #10～ 氣になるふたり会 #11～ 氣になるふたり会 #12～
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：
16:30 三遊亭司「看板の一」春 三遊亭司「浮世床」笑福 笑福亭べ瓶「ふぐ鍋」三
風亭朝也「富久」
亭べ瓶「真田小僧」
遊亭司「子別れ」
17:00 テレビショッピング
三遊亭藍馬「猿後家」「王 テレビショッピング
子の狐」 真打昇進披露
17:30 古今亭志ん吉「もう半分」 興行～元大相撲力士と 川柳つくし「健康診断に
「池田大助」～早稲田大 結婚し２児のママに。子 行こう！」「早慶戦」「守護
18:00 学“非”落研が落語家に 三遊亭圓馬「青菜」「短命 神」～川柳つくし独演会《
。古典、新作をたっぷり 」～弟子のママさん落語 夢 寄席》
18:30 テレビショッピング
家・藍馬の真打昇進の喜 テレビショッピング
びを高座に！自慢の酔
19:00 説経節政大夫～鎌倉時 三遊亭金時「愛宕山」四 桂かい枝「どうらんの幸
代の僧侶の説経がルー 代目金馬「地見屋」～『金 助」～独演会『復活古墳
19:30 ツ。落語の原型とも言わ 時、金馬になる会』次男 落語』《粋 らくご》
れる幻の伝統芸能“説経 が五代目金馬襲名！大
20:00 節”を名人語りで。《夢
三遊亭遊史郎「紙入れ」 三遊亭圓馬「青菜」～弟
～青山学院大学落語研 子のママさん落語家・藍
寄席》
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
10:30 in人形町vol.3《粋 らくご at湯島天神《粋 らくご》

21:00 三遊亭遊雀 「熊の皮～

瀧川鯉昇 池袋演芸場8
野ざらし」～遊雀ひとり会 月中席～独特の間と唯
at湯島天神《粋 らくご》 一無二の雰囲気で、最も
21:30
人気のある噺家の１人と
して君臨！確かな芸に裏
22:00 入船亭扇辰「竹の水仙」 三升家小勝「大工調べ」
～入船亭扇辰ひとり会at 、桂右女助「目黒のさん
湯島天神《粋 らくご》
ま」～名跡・三升家を継
22:30
ぐ唯一の一門、傘寿を迎
えた師匠を右女助を復活
23:00 氣になるふたり会 #11～ 金原亭馬生「品川心中」「
楽器カフェすずらん亭： 安兵衛狐」～扇遊・馬生
三遊亭司「浮世床」笑福 ふたり会より《粋 らくご》
23:30
亭べ瓶「真田小僧」

桂米福「宮戸川」「締め込
み」～池袋演芸場12月中
席より《粋 らくご》

入船亭扇辰 『扇辰日和
～入船亭扇辰独演会』～
柔らかで落ち着いた雰囲
気と端正な口調、そして
繊細な演技力。同期の
柳家喬太郎と人気、実力
ともに双璧をなす格調高
い風格が漂う本寸法の
魅力。《粋 らくご》

24:00 氣になるふたり会 #12～
24:30

楽器カフェすずらん亭：
笑福亭べ瓶「ふぐ鍋」三
遊亭司「子別れ」

25:00 嗚呼、成金の壁 #13～楽

器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、
25:30
春風亭柳若
26:00 立川吉幸「真田小僧」「子

桂文治、入船亭扇治 『新
宿末廣亭余一会昼の部
文治・扇治二人会』～名
門寄席の大人気二人会
をお届け！芸協を代表
する古典派の実力者と
図書館司書の資格を持
つ達人が魅せる！《粋
らくご》

匠-TAKUMI- #29

笑福亭圓笑「淀五郎」～ 匠-TAKUMI- #33
笑福亭圓笑・三遊亭圓馬
二人会より《粋 らくご》 テレビショッピング

五街道雲助独演会より
Part.1 「徳ちゃん」「五人
テレビショッピング
廻し」《粋 らくご》
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》
★笑わせnight！★ #74
～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
笑福亭たま「兵庫船」～
笑福亭たま深川独演会《
夢 寄席》

匠-TAKUMI- #31

桂三若「落語の図書館」
Vol.5(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「生ま
れ変わり(桂三枝作)」
柳亭こみち「四段目」「鰍
沢」～こしら・こみち二人
会《夢 寄席》

桂三若「落語の図書館」
Vol.5(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「宿屋
仇」
桂かい枝「どうらんの幸
助」～独演会『復活古墳
落語』《粋 らくご》

鯉斗五十番勝負#1～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：笑福亭
竹三
テレビショッピング

桂米福「宮戸川」「締め込
み」～池袋演芸場12月中
席より《粋 らくご》

テレビショッピング
桂竹千代「竹千代学習会
」Vol.3(前)～楽器カフェす
ずらん亭 ゲスト：立川が
じら
立川談四楼「目黒の秋刀
魚」《夢 寄席》

鯉斗五十番勝負#4～楽 10:30
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭 11:00
昇々
11:30
テレビショッピング

匠-TAKUMI- #34

匠-TAKUMI- #25

12:00

テレビショッピング

テレビショッピング

12:30

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》
入船亭扇遊「口入れ屋」「
三井の大黒」「富久」～米
丸、小三治、文枝、文珍
、染丸、権太楼、志の輔
、雲助、さん喬に続き栄
えある紫綬褒章受章！
国が認めた名人の独演
会をたっぷり！《極 名人
三遊亭圓丸「死神」「厩火
事」～新宿末廣亭定席よ
り《粋 らくご》

桂竹千代「竹千代学習会 13:00
」Vol.4(前)～楽器カフェす
ずらん亭 ゲスト：桂笹丸 13:30
入船亭扇辰 『扇辰日和
～入船亭扇辰独演会』～
柔らかで落ち着いた雰囲
気と端正な口調、そして
繊細な演技力。同期の
柳家喬太郎と人気、実力
ともに双璧をなす格調高
い風格が漂う本寸法の
魅力。《粋 らくご》

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

三笑亭茶楽「たち切り」 16:30
～池袋演芸場10月中席
鯉斗五十番勝負#2～楽 桂竹千代「竹千代学習会 桂幸丸「幸丸流円谷幸吉 17:00
器カフェすずらん亭◇瀧 」Vol.3(後)～楽器カフェす 物語」「野ざらし」～桂幸
17:30
立川吉幸「真田小僧」「子 川鯉斗 ゲスト：笑福亭 ずらん亭 ゲスト：立川が 丸独演会《粋 らくご》
別れ」 真打昇進披露興 竹三
じら
行～紆余曲折を乗り越え 玉川奈々福「清水次郎長 桂伸治「片棒」「お見立て 三遊亭鳳楽「紺屋高尾」 18:00
入門22年目でめでたく真 伝 お民の度胸」～奈々 」～池袋演芸場９月上席 ～円生百席に挑戦第44
18:30
テレビショッピング
福、独演。浪曲師、銀座 より《粋 らくご》
回《粋 らくご》
でうなる、銀座がうなる～
川柳つくし「健康診断に 立川吉幸「真田小僧」「子 玉川奈々福「清水次郎長 春風亭傳枝「蛙茶番」「壺 19:00
行こう！」「早慶戦」「守護 別れ」 真打昇進披露興 伝 お民の度胸」～奈々 算」～ゲキバ落語会 春
神」～川柳つくし独演会《 行～紆余曲折を乗り越え 福、独演。浪曲師、銀座 風亭傳枝独演会《夢 寄 19:30
夢 寄席》
入門22年目でめでたく真 でうなる、銀座がうなる～ 席》
瀧川鯉朝「あいつのいな ★笑わせnight！★ #73 ★笑わせnight！★ #74 桂竹千代「竹千代学習会 20:00
い朝」～池袋演芸場８月 ～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭 」Vol.3(前)～楽器カフェす
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 ずらん亭 ゲスト：立川が 20:30
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき じら
金原亭馬生「品川心中」「 三遊亭遊雀 「熊の皮～ 露の新治「阿弥陀池」「ま 青山らくごVol.3～落語界 21:00
安兵衛狐」～扇遊・馬生 野ざらし」～遊雀ひとり会 めだ」「宿屋仇」～露の新 注目の若手の会～柳家
ふたり会より《粋 らくご》 at湯島天神《粋 らくご》 治落語会《粋 らくご》
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
22:15～橘ノ圓満「蒟蒻問 入船亭扇辰「竹の水仙」
22:15～笑福亭たま「兵庫 22:00
答」「にゅう」～日本橋で ～入船亭扇辰ひとり会at
船」～笑福亭たま深川独
圓満会《粋 らくご》
湯島天神《粋 らくご》
演会《夢 寄席》
22:30
桂竹丸「明智光秀」～池
袋演芸場12月中席より《
粋 らくご》
入船亭扇辰「竹の水仙」 入船亭扇遊「口入れ屋」「 鯉斗五十番勝負#2～楽 桂文治、入船亭扇治 『新 23:00
～入船亭扇辰ひとり会at 三井の大黒」「富久」～米 器カフェすずらん亭◇瀧 宿末廣亭余一会昼の部
湯島天神《粋 らくご》
丸、小三治、文枝、文珍 川鯉斗 ゲスト：笑福亭 文治・扇治二人会』～名
23:30
粋な文明開化～意外な
、染丸、権太楼、志の輔
門寄席の大人気二人会
二人の異文化交流～
、雲助、さん喬に続き栄
をお届け！芸協を代表
Vol.5 ホスト：桂雀々 ゲ
する古典派の実力者と 24:00
春風亭傳枝「蛙茶番」「壺 えある紫綬褒章受章！
スト：松尾貴史
図書館司書の資格を持
算」～ゲキバ落語会 春 国が認めた名人の独演
つ達人が魅せる！《粋
風亭傳枝独演会《夢 寄 会をたっぷり！《極 名人
24:30
噺》
らくご》
席》

三遊亭とん馬「稽古屋」
～池袋演芸場７月上席
より《粋 らくご》
嗚呼、成金の壁 #14～楽 嗚呼、成金の壁 #15～楽 嗚呼、成金の壁 #16～楽
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳
川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、 亭小痴楽、瀧川鯉八
亭小痴楽、瀧川鯉八
春風亭柳若

春風亭傳枝「蛙茶番」「壺
別れ」 真打昇進披露興
算」～ゲキバ落語会 春
行～紆余曲折を乗り越え
風亭傳枝独演会《夢 寄
26:30
玉川奈々福「清水次郎長
入門22年目でめでたく真
席》
伝 お民の度胸」～奈々
打に！新真打らしからぬ
福、独演。浪曲師、銀座
27:00 桂三若「落語の図書館」
氣になるふたり会 #9～
Vol.6(前)～楽器カフェすずら でうなる、銀座がうなる～ 楽器カフェすずらん亭：
《夢
寄席》
ん亭◇桂三若「友よ夏祭りへ
春風亭朝也「鈴ヶ森」三
27:30 行こう(逢坂まひる原案/桂三 桂三若「落語の図書館」
遊亭司「紋三郎稲荷」
若作)」「大安売り」
Vol.6(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「子は

鯉斗五十番勝負#3～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭
昇々
テレビショッピング

25:15～粋な文明開化～ 三遊亭兼好「熊の皮」「干 25:00
意外な二人の異文化交 物箱」～第25回横浜ひと
流～Vol.6 ホスト：桂雀 り会より《粋 らくご》
25:30
々 ゲスト：浅利陽介
林家うん平「家見舞い」「 26:00
ねずみ」～林家うん平独
演会《粋 らくご》

春風亭百栄「船越くん」「 柳亭こみち「四段目」「鰍
鼻ほしい」～第四回百萬 沢」～こしら・こみち二人
演より《夢 寄席》
会《夢 寄席》

氣になるふたり会 #10～
楽器カフェすずらん亭：
三遊亭司「看板の一」春
風亭朝也「富久」

氣になるふたり会 #11～
楽器カフェすずらん亭：
三遊亭司「浮世床」笑福
亭べ瓶「真田小僧」

26:30

氣になるふたり会 #12～
楽器カフェすずらん亭：
笑福亭べ瓶「ふぐ鍋」三
遊亭司「子別れ」

27:15～鯉斗五十番勝負 27:00
#1～楽器カフェすずらん
亭◇瀧川鯉斗 ゲスト：
27:30
笑福亭竹三

9月21日
月

9月22日
火

9月23日
水

9月24日
木

9月25日
金

9月26日
土

9月27日
日

4:00 扇辰・喬太郎の会▽入船 三遊亭遊馬「居残り佐平 三遊亭圓丸「死神」「厩火 三遊亭歌司「江島屋」～ 入船亭扇好「看板のピン」／ 三遊亭鳳志「五目講釈」「 入船亭扇辰「竹の水仙」 4:00
亭扇辰「三方一両損」柳 次」～三遊亭遊馬独演会 事」～新宿末廣亭定席よ 歌さんをきく会《粋 らくご 三遊亭歌武蔵「鹿政談」～第 鰍沢」《粋 らくご》
～入船亭扇辰ひとり会at
53回歌武蔵・扇好二人会(前
4:30 家喬太郎「縁切榎」《粋
4:30
《粋 らくご》
り《粋 らくご》
》
湯島天神《粋 らくご》
編)《粋 らくご》

らくご》

5:00 入船亭扇好「看板のピン」／ 扇辰・喬太郎の会▽入船 三遊亭圓輔「野ざらし」「 三升家小勝「大工調べ」、桂 三遊亭鳳志「五目講釈」「 三遊亭圓丸「死神」「厩火 扇辰・喬太郎の会▽入船 5:00
三遊亭歌武蔵「鹿政談」～第 亭扇辰「三方一両損」柳 船徳」～池袋演芸場６月 右女助「目黒のさんま」～名 鰍沢」《粋 らくご》
事」～新宿末廣亭定席よ 亭扇辰「三方一両損」柳
跡・三升家を継ぐ唯一の一門
5:30 53回歌武蔵・扇好二人会(前 家喬太郎「縁切榎」《粋
中席より《粋 らくご》
り《粋 らくご》
家喬太郎「縁切榎」《粋 5:30
編)《粋 らくご》
、傘寿を迎えた師匠を右女助
らくご》
らくご》
を復活させた弟子が祝う親子
6:00 ★笑わせnight！★ #72 ★笑わせnight！★ #73 ★笑わせnight！★ #74 桂竹千代「竹千代学習会 桂竹千代「竹千代学習会 桂竹千代「竹千代学習会 桂竹千代「竹千代学習会 6:00

～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
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき
7:00 匠-TAKUMI- #26
匠-TAKUMI- #28

～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- #30

」Vol.3(前)～楽器カフェす
ずらん亭 ゲスト：立川が
じら
匠-TAKUMI- #33

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

6:30 ◇すいたんすいこう、八

テレビショッピング

」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
ずらん亭 ゲスト：立川が ずらん亭 ゲスト：桂笹丸 ずらん亭 ゲスト：桂笹丸 6:30
じら
匠-TAKUMI- #20
宝井琴調「大岡政談より 三遊亭遊史郎「紙入れ」 7:00
人情匙加減」～独演会『 ～青山学院大学落語研
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 三遊亭楽市「明烏」、三遊亭 三遊亭兼好「熊の皮」「干 三遊亭笑遊「祇園祭」「三軒 三遊亭楽市「明烏」、三遊亭 三遊亭笑遊「祇園祭」「三軒 瀧川鯉昇 池袋演芸場8月中
栄豊満「牛ほめ」～円楽一門 物箱」～第25回横浜ひと 長屋(上)」～年齢を感じさせ 栄豊満「牛ほめ」～円楽一門 長屋(上)」～年齢を感じさせ 席～独特の間と唯一無二の
ない破天荒なはじけぶり！大 会の気鋭噺家の高座をじっく ない破天荒なはじけぶり！大 雰囲気で、最も人気のある噺
8:30 会の気鋭噺家の高座をじっく り会より《粋 らくご》
り堪能！《粋 らくご》
きな地声で大爆笑を誘いみ り堪能！《粋 らくご》
きな地声で大爆笑を誘いみ 家の１人として君臨！確かな
んなを元気に！《粋 らくご》
んなを元気に！《粋 らくご》 芸に裏打ちされた破天荒な
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

三遊亭笑遊「祇園祭」「三軒 8:00
長屋(上)」～年齢を感じさせ
ない破天荒なはじけぶり！大 8:30
きな地声で大爆笑を誘いみ
んなを元気に！《粋 らくご》
9:00
テレビショッピング

9:30 三遊亭圓丸「死神」「厩火 三遊亭鳳志「五目講釈」「 匠-TAKUMI- #31

匠-TAKUMI- #24

事」～新宿末廣亭定席よ 鰍沢」《粋 らくご》
10:00 り《粋 らくご》
10:30 テレビショッピング

テレビショッピング

匠-TAKUMI- #34

立川ぜん馬独演会 『竹 匠-TAKUMI- #22
の水仙』『操競女学校(み

鼻ほしい」～第四回百萬
のヲタク落語会Vol.23(後)
古今亭菊之丞「素人鰻」 匠-TAKUMI- #21
演より《夢 寄席》
ゲスト：新井里美
～古今亭菊之丞独演会
11:30 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
in人形町vol.3《粋 らくご テレビショッピング
》
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.4(後)～楽器カフェす Vol.5(前)～楽器カフェす Vol.5(後)～楽器カフェす Vol.6(前)～楽器カフェす Vol.6(後)～楽器カフェす
12:30 ずらん亭 ゲスト：桂笹丸 ずらん亭◇桂三若「生ま ずらん亭◇桂三若「宿屋 ずらん亭◇桂三若「友よ 三遊亭圓輔「辰巳の辻占 テレビショッピング
れ変わり(桂三枝作)」
仇」
夏祭りへ行こう(逢坂まひ 」 ～８９歳にしてバリバ
13:00 神田蘭「鼓ヶ滝」「曲馬団 講談 田辺銀冶「源平盛衰記 古今亭志ん五「警察２３時ご 古今亭志ん吉「もう半分」「池 三遊亭藍馬「猿後家」「王子 立川談慶「鼠穴」～談志のも
の女」～寿真打昇進披露 五条橋」/神田すず「新門辰 ろ」「子別れ」～道楽亭出張 田大助」～早稲田大学“非” の狐」 真打昇進披露興行～ とでなんと９年半の前座修
五郎 おぬいの義侠」《夢 寄 寄席 古今亭志ん五《夢 寄 落研が落語家に。古典、新作 元大相撲力士と結婚し２児の 行！その芸を、生き様を後世
13:30 興行より《夢 寄席》
11:00 匠-TAKUMI- #27

9:30

入船亭扇好「看板のピン」／ さおくらべおんながっこう) テレビショッピング
10:00
テレビショッピング
テレビショッピング
三遊亭歌武蔵「鹿政談」～第 ～お里の伝～』《粋 らく
春風亭百栄「船越くん」「 53回歌武蔵・扇好二人会(前 テレビショッピング
CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好 10:30
編)《粋 らくご》

匠-TAKUMI- #29

のヲタク落語会Vol.24(前)
11:00
ゲスト：會川昇
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 #10～ 13:00
楽器カフェすずらん亭：
三遊亭司「看板の一」春 13:30
席》
席》
をたっぷりお届け《夢 寄席》 ママに。子供たちの笑顔を力 に伝える！《粋 らくご》
風亭朝也「富久」
に！《夢
寄席》
14:00 桂三若「落語の図書館」 氣になるふたり会 #9～ 氣になるふたり会 #10～楽器 氣になるふたり会 #11～楽器 氣になるふたり会 #12～楽器 おせつときょうた、桂華紋 令 金原亭馬生「品川心中」「 14:00
カフェすずらん亭：三遊亭司「
カフェすずらん亭：三遊亭司「
カフェすずらん亭：笑福亭べ
和元年度Ｗ受賞記念
本当
Vol.6(後)～楽器カフェす 楽器カフェすずらん亭：
安兵衛狐」～扇遊・馬生
14:30 ずらん亭◇桂三若「子は 14:50～林家うん平「家見 看板の一」春風亭朝也「富久 浮世床」笑福亭べ瓶「真田小 瓶「ふぐ鍋」三遊亭司「子別 の兄弟会～史上初！令和最 ふたり会より《粋 らくご》 14:30
僧」
れ」
初の漫才新人大賞、ＮＨＫ新
舞い」「ねずみ」～林家う 」
鎹」
人落語大賞を兄弟で受賞の 15:15～川柳つくし「健康診断
15:00 柳亭こみち「四段目」「鰍 ん平独演会《粋 らくご》 桂小文治「目黒の秋刀魚 三遊亭神楽「壺算」「抜け 桂伸治「片棒」「お見立て
15:00
快挙！《鮮 あざやか》
に行こう！」「早慶戦」「守護
沢」～こしら・こみち二人
」「宮戸川」～小文治十八 雀」～第58回三遊亭神楽 」～池袋演芸場９月上席
神」～川柳つくし独演会《夢
15:30 会《夢 寄席》
15:30
宝井琴調「大岡政談より
番創りの会《粋 らくご》 落語らいぶ《粋 らくご》 より《粋 らくご》
人情匙加減」～独演会『 寄席》
16:00 嗚呼、成金の壁 #29～楽 16:05～嗚呼、成金の壁
三遊亭鳳楽「紺屋高尾」 古今亭寿輔「自殺狂」「地 16:15～鯉斗五十番勝負 16:00
器カフェすずらん亭◇春 #30～楽器カフェすずら
～円生百席に挑戦第44 獄めぐり」～池袋演芸場 #1～楽器カフェすずらん
16:30 風亭昇々 ゲスト：昔昔 ん亭◇春風亭昇々 ゲス 桂米助「新聞記事」～『突 宝井琴鶴「太閤記より 明 回《粋 らくご》
６月中席より《粋 らくご》 亭◇瀧川鯉斗 ゲスト： 16:30
亭Ａ太郎、春風亭柳若 ト：昔昔亭Ａ太郎、春風 撃!隣の昼ごはん』、大人 智左馬之助 湖水渡り」
笑福亭竹三
17:00 三遊亭笑遊「祇園祭」「三軒 三遊亭楽市「明烏」、三遊亭 入船亭扇辰「竹の水仙」 テレビショッピング
CSもえよせ 春風亭吉好 氣になるふたり会 #9～ 三遊亭右左喜「思い出」「銀 17:00
長屋(上)」～年齢を感じさせ 栄豊満「牛ほめ」～円楽一門 ～入船亭扇辰ひとり会at
婚旅行」～まったりフワフワ
のヲタク落語会Vol.23(前) 楽器カフェすずらん亭：
17:30 ない破天荒なはじけぶり！大 会の気鋭噺家の高座をじっく 湯島天神《粋 らくご》
入船亭扇辰「竹の水仙」 ゲスト：新井里美
春風亭朝也「鈴ヶ森」三 ～誰にも真似できない可愛 17:30
きな地声で大爆笑を誘いみ り堪能！《粋 らくご》
い高座～《粋 らくご》
～入船亭扇辰ひとり会at
遊亭司「紋三郎稲荷」
んなを元気に！《粋
らくご》
18:00 玉川奈々福「清水次郎長伝 春風亭傳枝「蛙茶番」「壺算」 五街道雲助独演会より 湯島天神《粋 らくご》
三遊亭神楽「壺算」「抜け 桂南喬「池田大助」～三 三遊亭鳳楽「湯屋番」～ 18:00
お民の度胸」～奈々福、独演 ～ゲキバ落語会 春風亭傳 Part.1 「徳ちゃん」「五人
雀」～第58回三遊亭神楽 平堂落語会《粋 らくご》 円生百席に挑戦第41回《
18:30 。浪曲師、銀座でうなる、銀 枝独演会《夢 寄席》
18:30
テレビショッピング
廻し」《粋 らくご》
落語らいぶ《粋 らくご》 18:45～桂小文治「目黒 粋 らくご》
座がうなる～《夢 寄席》
の秋刀魚」「宮戸川」～小
19:00 桂文治、入船亭扇治 『新宿 桂竹千代「竹千代学習会 桂伸治「片棒」「お見立て 柳亭こみち「四段目」「鰍
文治十八番創りの会《粋 三遊亭神楽「壺算」「抜け 19:00
末廣亭余一会昼の部 文治・ 」Vol.3(前)～楽器カフェす 」～池袋演芸場９月上席 沢」～こしら・こみち二人
雀」～第58回三遊亭神楽
らくご》
19:30 扇治二人会』～名門寄席の ずらん亭 ゲスト：立川が より《粋 らくご》
林家うん平「家見舞い」「
会《夢 寄席》
落語らいぶ《粋 らくご》 19:30
大人気二人会をお届け！芸
ねずみ」～林家うん平独
じら
協を代表する古典派の実力
20:00
20:00
桂竹千代「竹千代学習会 宝井琴星「義士外伝 梶 宝井琴調「大岡政談より 演会《粋 らくご》
20:15～桂三若「落語の
者と図書館司書の資格を持
図書館」Vol.5(後)～楽器
つ達人が魅せる！《粋 らくご 」Vol.3(後)～楽器カフェす 川与惣兵衛 掛け軸回し」 人情匙加減」～独演会『
20:30 》
テレビショッピング
ずらん亭 ゲスト：立川が テレビショッピング
カフェすずらん亭◇桂三 三遊亭圓馬「青菜」～弟 20:30
子のママさん落語家・藍
じら
若「宿屋仇」
21:00 21:10～三遊亭歌司「江 入船亭扇好「看板のピン 三遊亭鳳楽「紺屋高尾」 青山らくごVol.3～落語界注 扇辰・喬太郎の会▽入船 桂小文治「あくび指南」「 桂春蝶「世帯念仏」「野崎 21:00
目の若手の会～柳家わさび
島屋」～歌さんをきく会《 」／三遊亭歌武蔵「鹿政 ～円生百席に挑戦第44
亭扇辰「三方一両損」柳 居残り佐平次」～十八番 詣り」「『行と業』〜わたし
、春風亭昇々、柳家緑太 若 家喬太郎「縁切榎」《粋
粋 らくご》
談」～第53回歌武蔵・扇 回《粋 らくご》
創りの会～いぶし銀の噺 は千日回峰行を生きまし
21:30
21:30
手落語家ブームをけん引す
好二人会(前編)《粋 らく
らくご》
家がじっくり聞かせる本 た〜」 ～二代目春蝶の
る注目の噺家が登場！古典
ご》
物の落語《粋 らくご》
子にして三代目春團治
あり、創作ありと若いパワー
22:00 三遊亭楽市「明烏」、三 青山らくごVol.3～落語界注 金原亭馬生「品川心中」「 22:15～笑福亭たま「兵庫 三遊亭金時「愛宕山」四
の弟子、上方落語のイケ 22:00
メン人気者が落語で語る
遊亭栄豊満「牛ほめ」～ 目の若手の会～柳家わさび 安兵衛狐」～扇遊・馬生 船」～笑福亭たま深川独 代目金馬「地見屋」～『金
、命、死生観、人間愛～《
円楽一門会の気鋭噺家 、春風亭昇々、柳家緑太 若 ふたり会より《粋 らくご》 演会《夢 寄席》
時、金馬になる会』次男
22:30
22:30
三遊亭遊史郎「紙入れ」 夢 寄席》
手落語家ブームをけん引す
の高座をじっくり堪能！《
が五代目金馬襲名！大
る注目の噺家が登場！古典
～青山学院大学落語研
粋 らくご》
きな名前に負けぬ語りを
あり、創作ありと若いパワー
究会から小遊三の弟子
23:00 鯉斗五十番勝負#3～楽 23:15～笑福亭たま「兵庫
三遊亭兼好「熊の皮」「干 桂小文治「あくび指南」「 嗚呼、成金の壁 #30～楽 入船亭扇遊「口入れ屋」「 23:00
器カフェすずらん亭◇瀧 船」～笑福亭たま深川独
物箱」～第25回横浜ひと 居残り佐平次」～十八番 器カフェすずらん亭◇春 三井の大黒」「富久」～米
川鯉斗 ゲスト：春風亭 演会《夢 寄席》
り会より《粋 らくご》
創りの会～いぶし銀の噺 風亭昇々 ゲスト：昔昔 丸、小三治、文枝、文珍
23:30
23:30
桂雀々「鶴満寺」「天神山
昇々
家がじっくり聞かせる本 亭Ａ太郎、春風亭柳若 、染丸、権太楼、志の輔
」～独演会『雀々の逸品
物の落語《粋 らくご》
、雲助、さん喬に続き栄
Vol.3』《粋 らくご》
24:00 春風亭百栄「船越くん」「 入船亭扇遊「口入れ屋」「三
林家うん平「家見舞い」「
ナイツ、青空球児・好児、 えある紫綬褒章受章！ 24:00
鼻ほしい」～第四回百萬 井の大黒」「富久」～米丸、小
ねずみ」～林家うん平独
宮田陽・昇、ロケット団、 国が認めた名人の独演
三治、文枝、文珍、染丸、権
演より《夢 寄席》
演会《粋 らくご》
ねづっち、ぴろき、コント 会をたっぷり！《極 名人
24:30
24:30
鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀池
太楼、志の輔、雲助、さん喬
山口君と竹田君、おせつ 噺》
に続き栄えある紫綬褒章受
」～鶴瓶が名付け親の会
ときょうた ほか第50回記
章！国が認めた名人の独演
が今年も開催！元祖イ
25:00 桂小文治「目黒の秋刀魚 会をたっぷり！《極 名人噺》 ★笑わせnight！★ #73 25:15～★笑わせnight！ 桂竹千代「竹千代学習会 念特別公演 『漫才大会』 桂竹千代「竹千代学習会 25:00
」「宮戸川」～小文治十八
～楽器カフェすずらん亭 ★ #74～楽器カフェすず 」Vol.3(前)～楽器カフェす 《夢 寄席》
」Vol.3(後)～楽器カフェす
番創りの会《粋 らくご》
◇すいたんすいこう、八 らん亭◇すいたんすいこ ずらん亭 ゲスト：立川が
ずらん亭 ゲスト：立川が
25:30
25:30
25:40～三遊亭神楽「壺
福☆みずほ、おせつとき う、八福☆みずほ、おせ じら
じら
算」「抜け雀」～第58回三
ょうた ゲスト：スクラップ つときょうた ゲスト：スク
遊亭神楽 落語らいぶ《
26:00
桂南喬「池田大助」～三 26:05～三遊亭鳳楽「湯 春風亭昇乃進「看板のピン」「
桂歌助「城木屋」「くだん」 26:00
粋 らくご》
平堂落語会《粋 らくご》 屋番」～円生百席に挑戦 取り調べ中」～テンポのよい
～師匠歌丸の背中を追
語り口で新作も古典も。登場
第41回《粋 らくご》
い続けた３２年…その遺
26:30 三遊亭圓馬「高砂や」～酔っ
26:30
人物たちが生き生きと高座か
志を胸に。《粋 らくご》
ぱらいを演じたらピカイチ！
ら浮かびあがる。《粋 らくご》

チャーミングな高座に酔いし
27:00 鯉斗五十番勝負#2～楽 鯉斗五十番勝負#3～楽

鯉斗五十番勝負#4～楽
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
川鯉斗 ゲスト：笑福亭 川鯉斗 ゲスト：春風亭 川鯉斗 ゲスト：春風亭
27:30
竹三
昇々
昇々

嗚呼、成金の壁 #29～楽
器カフェすずらん亭◇春
風亭昇々 ゲスト：昔昔
亭Ａ太郎、春風亭柳若

嗚呼、成金の壁 #30～楽
器カフェすずらん亭◇春
風亭昇々 ゲスト：昔昔
亭Ａ太郎、春風亭柳若

嗚呼、成金の壁 #32～楽 27:00
器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、瀧川鯉八「暴
27:30
れ牛奇譚」

9月28日
月

9月29日
火

4:00 入船亭扇好「看板のピン 放送休止

9月30日
水
三遊亭圓輔「野ざらし」「
船徳」～池袋演芸場６月
中席より《粋 らくご》

4:00

4:30 談」～第53回歌武蔵・扇

好二人会(前編)《粋 らく
5:00 三遊亭遊馬「居残り佐平
次」～三遊亭遊馬独演会
5:30 《粋 らくご》

三遊亭歌司「江島屋」～
歌さんをきく会《粋 らくご
》

5:00

桂三若「落語の図書館」
Vol.5(前)～楽器カフェす
Vol.6(前)～楽器カフェす
6:30 ずらん亭◇桂三若「生ま
ずらん亭◇桂三若「友よ
れ変わり(桂三枝作)」
夏祭りへ行こう(逢坂まひ
7:00 匠-TAKUMI- #26
三遊亭圓馬「青菜」～弟 匠-TAKUMI- #30
子のママさん落語家・藍
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

6:00

8:00 三遊亭金時「愛宕山」四

三遊亭遊雀 「熊の皮～ 五街道雲助独演会より
代目金馬「地見屋」～『金 野ざらし」～遊雀ひとり会 Part.2 「居残り佐平次」《
8:30 時、金馬になる会』次男 at湯島天神《粋 らくご》 粋 らくご》
が五代目金馬襲名！大
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

8:00

9:30 匠-TAKUMI- #27

匠-TAKUMI- #31

9:30

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》
五街道雲助独演会より
Part.1 「徳ちゃん」「五人
廻し」《粋 らくご》

10:00

鯉斗五十番勝負#1～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：笑福亭
竹三
春風亭傳枝「蛙茶番」「壺
算」～ゲキバ落語会 春
風亭傳枝独演会《夢 寄
席》
鯉斗五十番勝負#4～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭
昇々
桂かい枝「どうらんの幸
助」～独演会『復活古墳
落語』《粋 らくご》

12:00

嗚呼、成金の壁 #14～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、
春風亭柳若
テレビショッピング

16:00

桂歌春「紙入れ」「たがや
」～亡き師匠から受け継
いだ紋付袴と「ネタ」「落
語を残すのは落語家の
テレビショッピング

17:30

桂南喬「池田大助」～三 春風亭柳之助「竹の水仙
、染丸、権太楼、志の輔 平堂落語会《粋 らくご》 」「二十四孝」～池袋演芸
19:30 、雲助、さん喬に続き栄
場10月中席より《粋 らく
ご》
えある紫綬褒章受章！
20:00 国が認めた名人の独演 桂三若「落語の図書館」 宝井琴調「大岡政談より
会をたっぷり！《極 名人 Vol.6(後)～楽器カフェす 人情匙加減」～独演会『
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

19:00

21:00 扇辰・喬太郎の会▽入船 三遊亭遊馬「居残り佐平 歌太郎改メ 三遊亭志う

21:00

」／三遊亭歌武蔵「鹿政

6:00 桂三若「落語の図書館」

10:00 入船亭扇辰「竹の水仙」
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入船亭扇好「看板のピン
～入船亭扇辰ひとり会at 」／三遊亭歌武蔵「鹿政
談」～第53回歌武蔵・扇
好二人会(前編)《粋 らく
11:00 古今亭菊之丞「素人鰻」 古今亭菊之丞「淀五郎」
～古今亭菊之丞独演会 ～古今亭菊之丞独演会
11:30 in人形町vol.3《粋 らくご in人形町vol.3《粋 らくご
》
》
12:00 氣になるふたり会 #11～ 氣になるふたり会 #12～
楽器カフェすずらん亭： 楽器カフェすずらん亭：
12:30 三遊亭司「浮世床」笑福 笑福亭べ瓶「ふぐ鍋」三
亭べ瓶「真田小僧」
遊亭司「子別れ」
13:00 立川吉幸「真田小僧」「子 玉川奈々福「清水次郎長
別れ」 真打昇進披露興 伝 お民の度胸」～奈々
13:30 行～紆余曲折を乗り越え 福、独演。浪曲師、銀座
入門22年目でめでたく真 でうなる、銀座がうなる～
14:00 鯉斗五十番勝負#2～楽 鯉斗五十番勝負#3～楽
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧
14:30 川鯉斗 ゲスト：笑福亭 川鯉斗 ゲスト：春風亭
竹三
昇々
15:00 春風亭昇乃進「看板のピ 桂歌助「城木屋」「くだん」
ン」「取り調べ中」～テン ～師匠歌丸の背中を追
15:30 ポのよい語り口で新作も い続けた３２年…その遺
古典も。登場人物たちが 志を胸に。《粋 らくご》
16:00 CSもえよせ 春風亭吉好 嗚呼、成金の壁 #13～楽
のヲタク落語会Vol.24(後) 器カフェすずらん亭◇瀧
16:30 ゲスト：會川昇
川鯉八、昔昔亭Ａ太郎、
春風亭柳若
17:00 テレビショッピング
宝井琴星「義士外伝 梶
川与惣兵衛 掛け軸回し」
17:30 桂米助「新聞記事」～『突 桂小文治「目黒の秋刀魚
撃!隣の昼ごはん』、大人 」「宮戸川」～小文治十八
18:00 テレビショッピング
番創りの会《粋 らくご》
10:30 湯島天神《粋 らくご》

18:30 入船亭扇遊「口入れ屋」「

三井の大黒」「富久」～米

19:00 丸、小三治、文枝、文珍

亭扇辰「三方一両損」柳 次」～三遊亭遊馬独演会 歌「文七元結」 真打昇
家喬太郎「縁切榎」《粋 《粋 らくご》
進披露特別公演 ～
21:30
らくご》
NHK新人落語大賞受賞
の大器がついに真打
22:00 三遊亭遊雀 「熊の皮～ 三遊亭兼好「熊の皮」「干 青山らくごVol.3～風間杜
野ざらし」～遊雀ひとり会 物箱」～第25回横浜ひと 夫と旬な若手たち～風間
at湯島天神《粋 らくご》 り会より《粋 らくご》
杜夫、笑福亭べ瓶、三遊
22:30
亭とむ、三遊亭鳳月 「
蒲田行進曲」「スチュワー
23:00 嗚呼、成金の壁 #31～楽 桂春蝶「世帯念仏」「野崎 デス物語」の名優と今ノ
器カフェすずらん亭◇柳 詣り」「『行と業』〜わたし リにノッテいる新鮮落語
亭小痴楽「欠伸指南」、 は千日回峰行を生きまし 家たちの競演！意外な
23:30
三遊亭圓輔「辰巳の辻占
瀧川鯉八
た〜」 ～二代目春蝶の
」 ～８９歳にしてバリバ
子にして三代目春團治
リ現役の圧倒的なパワ
24:00 桂竹千代「竹千代学習会 の弟子、上方落語のイケ 三遊亭笑遊「祇園祭」「三
」Vol.4(前)～楽器カフェす メン人気者が落語で語る 軒長屋(上)」～年齢を感
ずらん亭 ゲスト：桂笹丸 、命、死生観、人間愛～《 じさせない破天荒なはじ
24:30
夢 寄席》
けぶり！大きな地声で大
爆笑を誘いみんなを元気
25:00 放送休止
桂小文治「あくび指南」「 桂竹千代「竹千代学習会
居残り佐平次」～十八番 」Vol.4(後)～楽器カフェす
創りの会～いぶし銀の噺 ずらん亭 ゲスト：桂笹丸
25:30
家がじっくり聞かせる本
物の落語《粋 らくご》
26:00
桂伸治「片棒」「お見立て
」～池袋演芸場９月上席
より《粋 らくご》
26:30
宝井琴鶴「太閤記より 明
智左馬之助 湖水渡り」
～五代目宝井琴鶴真打
27:00
CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.23(後) のヲタク落語会Vol.24(前)
ゲスト：新井里美
ゲスト：會川昇
27:30

4:30

5:30

6:30
7:00
7:30

8:30
9:00

10:30
11:00
11:30

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

16:30
17:00

18:00
18:30

19:30
20:00
20:30

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

