10月30日

10月31日

金

土

日

7:00

三遊亭楽麻呂「富久」～
円楽一門会の気鋭噺家
の高座をじっくり堪能！《
粋 らくご》
三笑亭可楽「小言幸兵
衛」三笑亭可龍「金明竹
」～三笑亭可楽、傘寿を
過ぎてファン待望のカム
氣になるふたり会 #13～
楽器カフェすずらん亭：
古今亭志ん八「犯人は
府中にいる」、笑福亭べ
匠-TAKUMI- #29

7:30

テレビショッピング

桂幸丸「藪入り」桂夏丸「
つる」～桂幸丸独演会～
DJ、TVレポーター、俳優
としても大活躍！祝！落
橘家竹蔵「粗忽長屋」「
船徳」～綿々と続く圓蔵
の遺伝子～一門の芸を
次世代に語り継ぐ名人
氣になるふたり会 #14～
楽器カフェすずらん亭：
笑福亭べ瓶「書割盗人」
「毛ツァール」／古今亭
三遊亭遊史郎「お見立
て」～青山学院大学落
テレビショッピング

桂文治「掛取り」「睨み返
し」～先代より東西で大
看板となった大名跡を継
承。明るく大柄な芸で聴
隅田川馬石「二番煎じ」
～フランボヤン寄席 馬
石と百栄 こてんこてん
の会３《粋 らくご》
氣になるふたり会 #15～
楽器カフェすずらん亭：
春風亭朝也「花見酒」古
今亭志ん八「魚男」
三遊亭圓馬「青菜」～弟
子のママさん落語家・藍
テレビショッピング

8:00

9:00

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

柳家小菊「粋曲」古今亭
駒子「ギンギラボーイ(三
遊亭白鳥作)」～ちよりん
改メ駒子真打昇進襲名
テレビショッピング

春風亭正太郎「化け物 8:00
使い」 ～『きらくなふた
り たけ平・正太郎』～林 8:30
家＆春風亭期待のプリ
9:00
テレビショッピング

9:30

匠-TAKUMI- #30

匠-TAKUMI- #31

匠-TAKUMI- #34

9:30

10:00

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

10:00

10:30

桂幸丸「藪入り」桂夏丸「
つる」～桂幸丸独演会～
DJ、TVレポーター、俳優
としても大活躍！祝！落
テレビショッピング

★笑わせnight！★ #75
～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！★ #76 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

恋人-KOITO-指南 #1～
楽器カフェすずらん亭◇
12:35～役者の落語会、
第10回「ごらく亭」の夏
休み(後)～山口良一「う
どん屋」、《太神楽》二重
丸◎、小宮孝泰「富久」《
夢 寄席》
テレビショッピング

匠-TAKUMI- #33

匠-TAKUMI- #20

12:00

テレビショッピング

テレビショッピング

12:30

桂文治「掛取り」「睨み返
し」～先代より東西で大
看板となった大名跡を継
承。明るく大柄な芸で聴
三遊亭遊馬「品川心中
(上・下)」「居残り佐平次
」～三遊亭遊馬独演会《
粋 らくご》

嗚呼、成金の壁 #33～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽「猫の災難」
、桂宮治「七段目」
古今亭志ん吉「厩火事」
「お面接(春風亭昇々作)
」「もう半分」「池田大助」
～早稲田大学“非”落研
が落語家に。古典、新作
をたっぷりお届け《夢
寄席》

13:00

月
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

8:30

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

火

水

木

桂三四郎「感動の舞台
裏」十五周年記念独演
会～元祖No.1イケメン落
語家が噺家生活15周年
テレビショッピング

11月1日
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30

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

柳家小満ん「裸の嫁入り 桂よね吉「質屋蔵」～桂 嗚呼、成金の壁 #35～ 16:00
」「富久」～柳家小満ん よね吉～笑えない会
楽器カフェすずらん亭◇
の会より《粋 らくご》
Legacy《夢 寄席》
春風亭昇々「つる」 ゲ 16:30
スト：昔昔亭Ａ太郎
嗚呼、成金の壁 #20～ 恋人-KOITO-指南 #2～ 桂三四郎「感動の舞台 17:00
楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇ 裏」十五周年記念独演
瀧川鯉八、春風亭昇々、 瀧川鯉斗 ゲスト：柳亭 会～元祖No.1イケメン落 17:30
昔昔亭Ａ太郎
市弥
語家が噺家生活15周年
入船亭扇好「三井の大 三遊亭円丈「遥かなるた 桂 花團治「豊竹屋」「立 18:00
黒」／三遊亭歌武蔵「尻 ぬきうどん」《粋 らくご》 ちきれ」～かみがたらく
餅」～第53回歌武蔵・扇
ご花團治の宴 -en-《粋 18:30
好二人会(後編)《粋 らく
らくご》
柳亭楽輔「火焔太鼓」柳 三遊亭鬼丸「抜け雀」～ 春雨や雷蔵「錦明竹」「 19:00
亭信楽「風呂敷」～柳亭 内幸町タロ人会第73夜《 明烏」～独演会『雷蔵八
信楽二ツ目昇進披露興 19:55～氣になるふたり 百夜』394夜《粋 らくご》 19:30
会 #16～楽器カフェすず
行～《粋 らくご》
氣になるふたり会 #15～ らん亭：古今亭志ん八「 桂三若「落語の図書館」 20:00
楽器カフェすずらん亭： 熊の皮」春風亭朝也「愛 Vol.9(前)～楽器カフェす
春風亭朝也「花見酒」古 宕山」
ずらん亭◇桂三若「初天 20:30
今亭志ん八「魚男」
神」
隅田川馬石「二番煎じ」 柳家権太楼「不動坊」～ 三遊亭金時 改メ 五代目 21:00
～フランボヤン寄席 馬 第606回三越落語会より 三遊亭金馬「愛宕山」「
石と百栄 こてんこてん 《粋 らくご》
芝浜」～『金時、金馬に
21:45～柳家権太楼「鰍 なる会』次男が五代目金 21:30
の会３《粋 らくご》
沢」～柳家権太楼独演 馬襲名！大きな名前に
会より《粋 らくご》
負けぬ語りを披露！《粋 22:00
三遊亭歌太郎「やかん
らくご》
なめ」「死神」～NHK新人
落語大賞を勝ち取った
三遊亭わん丈「五貫裁き
22:40～春風亭一花「幇 22:30
若手トップ噺家がついに
真打に！枕から果敢に“ 」～新作の神様・円丈が 間腹」古今亭菊千代「星
すべてを託す愛弟子！
野屋」～高座に咲いた花
皆残らず笑わせる”！《
三遊亭遊馬「品川心中 新作、古典を引っ提げて ずらり。華やかに神楽坂 23:00
(上・下)」「居残り佐平次 ホールで大暴れ！《夢 女子会！《夢 寄席》
」～三遊亭遊馬独演会《 寄席》
春風亭昇也「持参金」「 柳家小さん「与話情浮世 23:30
粋 らくご》
壺算」「芝浜」～円楽の 恋床(一席二噺)」「化け
ピンチヒッターで『笑点』 物寺」～独演会 大名跡
24:00
出演が話題に！「彩の に負けない個性。軽や
国落語大賞」を受賞した かに、味わい深く《粋 ら
実力派「成金」人気メン くご》
24:30
バーが寄席チャンネル
初登場！《鮮 あざやか
桂三若「落語の図書館」 》
桂三若「落語の図書館」 25:00
Vol.7(後)～楽器カフェす
Vol.8(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「どう
ずらん亭◇桂三若「餅屋
25:30
林家彦いち
『橘家文蔵
らんの幸助」
問答」
林家彦いち 二人会より』
～昇太、喬太郎、白鳥と
桂 花團治「豊竹屋」「立 SWA(創作話芸アソシエ 柳家小満ん「裸の嫁入り 26:00
ちきれ」～かみがたらく ーション)を結成した新作 」「富久」～柳家小満ん
ご花團治の宴 -en-《粋 落語の雄がついに登
の会より《粋 らくご》
26:30
らくご》
場！落語家生活30年を
こえ、なお日々進化を続
嗚呼、成金の壁 #17～ 嗚呼、成金の壁 #18～ 嗚呼、成金の壁 #19～ 27:00
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◇
瀧川鯉八、三遊亭小笑 瀧川鯉八、三遊亭小笑 瀧川鯉八、春風亭昇々、
27:30
昔昔亭Ａ太郎

11月2日

11月3日

11月4日

11月5日

11月6日

11月7日

11月8日

月

火

水

木

金

土

日

4:00 桂歌蔵「モンゴル公演記 桂小文治「宮戸川」～小 桂雀々「花ねじ」～独演

桂文治「善光寺の由来」
」「寝床」～桂歌蔵の会《 文治十八番創りの会《粋 会 春の宴～2019年4月 入船亭扇治「たがや」『
4:30 粋 らくご》
らくご》
28日国立演芸場にて収 新宿末廣亭余一会昼の
録《粋 らくご》
部 文治・扇治二人会』
5:00 三遊亭圓馬「河豚鍋」「 三遊亭鳳楽「安産」「お 雷門助六「長短」「春雨 古今亭志ん彌「幾代餅」
高砂や」～酔っぱらいを かふい」～円生百席に 宿」～池袋演芸場９月上 ～古今亭志ん彌ひとり
5:30 演じたらピカイチ！チャ 挑戦第44回《粋 らくご》 席より《粋 らくご》
会《粋 らくご》
ーミングな高座に酔いし
6:00 氣になるふたり会 #17～ 氣になるふたり会 #18～ 氣になるふたり会 #1～ 氣になるふたり会 #2～
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、笑福亭べ 春風亭朝也、笑福亭べ 春風亭朝也「元犬」笑福 三遊亭司「お見立て」古
瓶 笑福亭べ瓶「江戸荒 瓶 朝也「片棒」「新聞記 亭べ瓶「時うどん」
今亭志ん八「取扱説明
7:00 匠-TAKUMI- #20
匠-TAKUMI- #22
匠-TAKUMI- #24
匠-TAKUMI- #26

桂歌春「強情灸」「長命
(短命)」～池袋演芸場１
１月上席後半より《粋 ら
くご》
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
E～落語[エレクトーン×
落語] Vol.1 出演：ちょ
ちょら組より、橘家文吾・
三遊亭ぽん太・立川かし
め

桂雀々「天神山」～独演 桂雀々「東之旅」～桂雀 4:00
会『雀々の逸品Vol.3』《 々独演会『春の今宵』《
4:30
粋 らくご》
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

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 入船亭扇辰「竹の水仙」 桂歌春「強情灸」「長命

9:00 テレビショッピング

桂雀々「天神山」～独演 桂雀々「東之旅」～桂雀 入船亭扇辰「竹の水仙」
(短命)」～池袋演芸場１ 会『雀々の逸品Vol.3』《 々独演会『春の今宵』《 『扇辰日和～入船亭扇
粋 らくご》
辰独演会』～柔らかで落
くご》
ち着いた雰囲気と端正
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

匠-TAKUMI- #23

『扇辰日和～入船亭扇

8:30 辰独演会』～柔らかで落 １月上席後半より《粋 ら 粋 らくご》

ち着いた雰囲気と端正

匠-TAKUMI- #25

10:00 雷門助六「長短」「春雨

匠-TAKUMI- #27

古今亭志ん彌「幾代餅」 三笑亭夢花「幇間腹」「
宿」～池袋演芸場９月上 ～古今亭志ん彌ひとり 自家用車」～初代夢丸
10:30 席より《粋 らくご》
会《粋 らくご》
の惣領弟子がその遺志
を継ぐ！ダンディな落語
11:00 桂歌春「強情灸」「長命 桂雀々「天神山」～独演 桂雀々「東之旅」～桂雀
(短命)」～池袋演芸場１ 会『雀々の逸品Vol.3』《 々独演会『春の今宵』《
11:30 １月上席後半より《粋 ら 粋 らくご》
粋 らくご》
くご》
12:00 嗚呼、成金の壁 #1～楽 嗚呼、成金の壁 #2～楽 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 ◇ のヲタク落語会Vol.3(前)
12:30 亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：山口勝平
13:00 柳家権太楼「鰍沢」～柳 柳家権太楼「芝浜」～三 柳家権太楼「猫の災難」
家権太楼独演会より《粋 越落語会特別企画 三 ～柳家権太楼独演会よ
13:30 らくご》
越師走寄席《粋 らくご》 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
入船亭扇辰「竹の水仙」
『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
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.3(後)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：山口勝平
柳家権太楼「不動坊」～
第606回三越落語会より
《粋 らくご》

14:00 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

恋人-KOITO-指南 #3～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
緑君(ろっくん)
講談：神田陽子「四谷怪
談 お岩誕生」 池袋演
テレビショッピング

6:30
7:00
7:30

桂歌蔵「モンゴル公演記 桂小文治「宮戸川」～小 8:00
」「寝床」～桂歌蔵の会《 文治十八番創りの会《粋
8:30
粋 らくご》
らくご》

古今亭菊生「干物箱」～ 匠-TAKUMI- #30
圓菊遺伝子の会《粋 ら
テレビショッピング
くご》

匠-TAKUMI- #33

9:30

テレビショッピング

10:00

テレビショッピング

鯉斗に訊け！！#1～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗「転失気」 ゲス
ト：春風亭一左「たいこ腹
テレビショッピング

鯉斗に訊け！！#2～楽 10:30
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗「荒茶」 ゲスト： 11:00
春風亭一左
11:30
テレビショッピング

匠-TAKUMI- #31

匠-TAKUMI- #34

12:00

テレビショッピング

テレビショッピング

12:30

匠-TAKUMI- #29
テレビショッピング
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.4(後)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：関智一
柳家さん喬「寝床」～三
越落語会より《粋 らくご
》
テレビショッピング

テレビショッピング

古今亭志ん彌「宿屋の 桂三若「落語の図書館」 13:00
仇討ち」～古今亭志ん彌 Vol.1～楽器カフェすずら
ひとり会《粋 らくご》
ん亭◇桂三若「鯛(桂三 13:30
枝作)」「青菜」
柳家権太楼「不動坊」～ 三遊亭金時 改メ 五代目 14:00
第606回三越落語会より 三遊亭金馬「愛宕山」「
14:45～宝井琴調「大岡 芝浜」～『金時、金馬に 14:30
政談より 人情匙加減」「 なる会』次男が五代目金
貧の意地」～異例！講 柳家甚語楼「宿屋の仇 15:00
談師として唯一毎年鈴 討」～柳家甚語楼の会《
15:30
本演芸場でトリを担う！ 粋 らくご》
講談界のみならず落語
桂小文治「宮戸川」～小 嗚呼、成金の壁 #23～ 16:00
文治十八番創りの会《粋 楽器カフェすずらん亭◇
16:30
らくご》
柳亭小痴楽、桂宮治
桂三若「落語の図書館」
Vol.9(後)～楽器カフェす
三遊亭圓馬「短命」～弟
子のママさん落語家・藍
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」／一龍齋貞山「雲
金原亭馬治「笠碁」～第
６回馬治丹精会《碁敵は
憎さも憎し懐かししより》
《夢 寄席》
嗚呼、成金の壁 #2～楽
器カフェすずらん亭 ◇
柳亭小痴楽、桂宮治

古今亭志ん彌「幾代餅」 三笑亭茶楽「品川心中」
～古今亭志ん彌ひとり 「寝床」～思い切り笑わ
会《粋 らくご》
せ、やがてほろりとさせ
る。優雅な身のこなしと
端正な語り口の名人芸。
桂文治「善光寺の由来」 《粋 らくご》
入船亭扇治「たがや」『
新宿末廣亭余一会昼の
部 文治・扇治二人会』 桂米多朗「歳そば」～桂
～名門寄席の大人気二 米多朗の会《粋 らくご》

桂雀々「花ねじ」～独演
会 春の宴～2019年4月
28日国立演芸場にて収
録《粋 らくご》
桂竹千代「生まれ変わり
(作・桂三枝)」～竹千代
とステキな師匠の落語
会《夢 寄席》
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
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.3(前)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：山口勝平
昔々亭慎太郎「幽霊不
動産」「壺算」～女子大
生百人が選んだ“イケメ
ン”落語家グランプリで
堂々２位のイケメン落語
家が魅せる！《夢 寄席
昔昔亭桃太郎「春雨宿」
「ぜんざい公社」～池袋
演芸場12月中席より《粋
らくご》

人会をお届け！芸協を 桂三若「落語の図書館」 三遊亭遊馬「品川心中
23:00 鯉斗に訊け！！#3～楽 三遊亭金時 改メ 五代目 鯉斗に訊け！！#4～楽 三遊亭歌太郎「寝床」～ 柳家権太楼「不動坊」～
器カフェすずらん亭◇瀧 三遊亭金馬「愛宕山」「
川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉 芝浜」～『金時、金馬に
23:30
津
なる会』次男が五代目金
馬襲名！大きな名前に
24:00 三遊亭とむ「妲己のお百 負けぬ語りを披露！《粋
」～お笑い芸人から転身 らくご》
した人気落語家が、稀
24:30
代の悪女を演じる大ネタ 24:45～三遊亭遊馬「品
川心中(上・下)」「居残り
に挑戦！《夢 寄席》
佐平次」～三遊亭遊馬
25:00 恋人-KOITO-指南 #3～
独演会《粋 らくご》
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
25:30
緑君(ろっくん)

6:00

9:00

柳亭小燕枝「らくだ」～ 六代目柳家小さん「長者 春風亭一左「そば清」「 柳家権太楼「鰍沢」～柳
腐」～池袋演芸場７月上 独演会 小燕枝の会《粋 番付」～小さんひとり千 粗忽の釘」～言葉のひと 家権太楼独演会より《粋
15:00 席昼の部より《粋 らくご らくご》
一夜《粋 らくご》
つひとつを大切に。師匠 らくご》
》
・一朝直伝の江戸前落
15:30 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
15:35～テレビショッピン テレビショッピング
グ
16:00 嗚呼、成金の壁 #24～ ★笑わせnight！★ #79 ★笑わせnight！★ #80 16:05～★笑わせnight！ 柳家権太楼「芝浜」～三
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 ★ #81～楽器カフェすず 越落語会特別企画 三
16:30 柳亭小痴楽、桂宮治
◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八 らん亭◇すいたんすいこ 越師走寄席《粋 らくご》
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき う、八福☆みずほ、おせ
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
立川らく朝「タンゴ床屋」
～らく朝しおどめ落語会
17:30 桂竹千代「反対俥」「サ 桂やまと「花見の仇討ち 金原亭馬治「笠碁」～第 古今亭志ん吉「厩火事」 《夢 寄席》
オリ９号」桂竹丸「紀州」 」～第34回桂やまと独演 ６回馬治丹精会《碁敵は 「お面接(春風亭昇々作)
18:00 ～竹千代とステキな師
会《夢 寄席》
憎さも憎し懐かししより》 」～早稲田大学“非”落 ★笑わせnight！★ #82
匠の落語会《夢 寄席》
《夢 寄席》
研が落語家に。古典、新 ～楽器カフェすずらん亭
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
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
19:00 青山らくごVol.3～風間
桂竹千代「生まれ変わり 柳家権太楼「鰍沢」～柳 桂竹千代「反対俥」「サ 桂やまと「花見の仇討ち
杜夫と旬な若手たち～ (作・桂三枝)」～竹千代 家権太楼独演会より《粋 オリ９号」桂竹丸「紀州」 」～第34回桂やまと独演
19:30 風間杜夫、笑福亭べ瓶、 とステキな師匠の落語
らくご》
～竹千代とステキな師 会《夢 寄席》
三遊亭とむ、三遊亭鳳 会《夢 寄席》
匠の落語会《夢 寄席》
20:00 月 「蒲田行進曲」「スチ 桂米助「新聞記事」～『 桂扇生「やんま久次」～ 三遊亭鬼丸「締め込み」 嗚呼、成金の壁 #1～楽
突撃!隣の昼ごはん』、大
2017桂扇生独演会《粋
内幸町タロ人会より《夢 器カフェすずらん亭◇柳
ュワーデス物語」の名優
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
亭小痴楽、桂宮治
柳家権太楼「芝浜」～三 三遊亭金時 改メ 五代目
圓菊遺伝子の会《粋 ら 仇討ち」～古今亭志ん彌 越落語会特別企画 三 三遊亭金馬「愛宕山」「
くご》
ひとり会《粋 らくご》
越師走寄席《粋 らくご》 芝浜」～『金時、金馬に
21:30
なる会』次男が五代目金
馬襲名！大きな名前に
22:00 桂歌助「御神酒徳利」～ 桂歌蔵「モンゴル公演記 桂竹千代「反対俥」「サ 負けぬ語りを披露！《粋
歌助一笑会《粋 らくご》 」「寝床」～桂歌蔵の会《 オリ９号」桂竹丸「紀州」 らくご》
粋 らくご》
～竹千代とステキな師
22:30
匠の落語会《夢 寄席》

古今亭菊生「干物箱」～ 5:00
圓菊遺伝子の会《粋 ら
5:30
くご》

テレビショッピング

14:30 山遊亭金太郎「徂徠豆

21:00 古今亭菊生「干物箱」～ 古今亭志ん彌「宿屋の

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
E～落語[エレクトーン×
落語] Vol.2 出演：桂竹
千代、三遊亭遊子、山﨑
雅也（エレクトーン演奏）

器カフェすずらん亭◇瀧 歌太郎ひとり会『春 乾坤 第606回三越落語会より Vol.9(前)～楽器カフェす (上・下)」「居残り佐平次
川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉 一擲』《夢 寄席》
《粋 らくご》
ずらん亭◇桂三若「初天 」～三遊亭遊馬独演会《
23:45～宝井琴調「大岡 23:45～三遊亭金時 改メ 粋 らくご》
津
政談より 人情匙加減」「 五代目三遊亭金馬「愛
貧の意地」～異例！講 宕山」「芝浜」～『金時、
三遊亭楽生「牛ほめ」「 瀧川鯉朝「宮戸川」「あ 談師として唯一毎年鈴 金馬になる会』次男が五
死神」～第58回三遊亭 いつのいない朝」～池袋 本演芸場でトリを担う！ 代目金馬襲名！大きな
楽生独演会《夢 寄席》 演芸場８月中席より《夢 講談界のみならず落語 名前に負けぬ語りを披
寄席》
ファンにも幅広く愛され 露！《粋 らくご》
ている名人の独演会を
恋人-KOITO-指南 #4～ 嗚呼、成金の壁 #37～ 嗚呼、成金の壁 #38～ 三遊亭遊馬「品川心中 嗚呼、成金の壁 #1～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◇ (上・下)」「居残り佐平次 器カフェすずらん亭◇柳
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家 春風亭昇々「湯屋番」、 春風亭昇々、桂宮治
」～三遊亭遊馬独演会《 亭小痴楽、桂宮治
緑君(ろっくん)
桂宮治「蜘蛛駕籠」
粋 らくご》

26:00 桂竹千代「生まれ変わり

桂やまと「花見の仇討ち 金原亭馬治「笠碁」～第 古今亭志ん吉「厩火事」
」～第34回桂やまと独演 ６回馬治丹精会《碁敵は 「お面接(春風亭昇々作)
会《夢 寄席》
憎さも憎し懐かししより》 」～早稲田大学“非”落
26:45～嗚呼、成金の壁
《夢 寄席》
研が落語家に。古典、新
#22～楽器カフェすずら
作をたっぷりお届け《夢
ん亭◇柳亭小痴楽、桂
寄席》
27:00 嗚呼、成金の壁 #21～
嗚呼、成金の壁 #23～ 嗚呼、成金の壁 #24～ ★笑わせnight！★
#79
宮治
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
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
◇すいたんすいこう、八
27:30
桂米多朗「歳そば」～桂
福☆みずほ、おせつとき
米多朗の会《粋 らくご》
ょうた ゲスト：キラーコ
ンテンツ、魔族

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

三遊亭朝橘 ～真打昇進 26:00
披露親子会より 三遊亭
圓橘「稲川」、朝橘「お化
26:30
け長屋」《夢 寄席》

(作・桂三枝)」～竹千代
とステキな師匠の落語
26:30
会《夢 寄席》

★笑わせnight！★ #80
～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：キラーコ
ンテンツ、魔族

★笑わせnight！★ #81 27:00
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
27:30
福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト：センス爆
発女、左利き

11月9日

11月10日

11月11日

11月12日

11月13日

11月14日

11月15日

月

火

水

木

金

土

日

4:00 桂歌助「御神酒徳利」～ 桂歌春「強情灸」「長命

7:00 匠-TAKUMI- #25

桂雀々「天神山」～独演 桂雀々「東之旅」～桂雀 入船亭扇辰「竹の水仙」
(短命)」～池袋演芸場１ 会『雀々の逸品Vol.3』《 々独演会『春の今宵』《 『扇辰日和～入船亭扇
１月上席後半より《粋 ら 粋 らくご》
粋 らくご》
辰独演会』～柔らかで落
くご》
ち着いた雰囲気と端正
三遊亭圓馬「河豚鍋」「 三遊亭鳳楽「安産」「お 雷門助六「長短」「春雨 古今亭志ん彌「宿屋の
高砂や」～酔っぱらいを かふい」～円生百席に 宿」～池袋演芸場９月上 仇討ち」～古今亭志ん彌
演じたらピカイチ！チャ 挑戦第44回《粋 らくご》 席より《粋 らくご》
ひとり会《粋 らくご》
ーミングな高座に酔いし
嗚呼、成金の壁 #37～ 嗚呼、成金の壁 #38～ 嗚呼、成金の壁 #1～楽 嗚呼、成金の壁 #2～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◇柳 器カフェすずらん亭 ◇
春風亭昇々「湯屋番」、 春風亭昇々、桂宮治
亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
桂宮治「蜘蛛駕籠」
匠-TAKUMI- #27
匠-TAKUMI- #29
匠-TAKUMI- #31
匠-TAKUMI- #34

7:30 テレビショッピング

テレビショッピング

4:30

歌助一笑会《粋 らくご》

5:00 古今亭志ん彌「宿屋の

仇討ち」～古今亭志ん彌

5:30 ひとり会《粋 らくご》

6:00 恋人-KOITO-指南 #4～

楽器カフェすずらん亭◇

6:30 瀧川鯉斗 ゲスト：柳家

緑君(ろっくん)

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

桂歌蔵「モンゴル公演記 桂雀々「花ねじ」～独演 4:00
」「寝床」～桂歌蔵の会《 会 春の宴～2019年4月
粋 らくご》
28日国立演芸場にて収 4:30
録《粋 らくご》
三遊亭圓馬「河豚鍋」「 柳家小里ん「お見立て」「 5:00
高砂や」～酔っぱらいを お直し」～柳家小里ん独
5:30
演じたらピカイチ！チャ 演会より《粋 らくご》
ーミングな高座に酔いし
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.3(前) のヲタク落語会Vol.3(後)
～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭 6:30
ゲスト：山口勝平
ゲスト：山口勝平
桂米助「新聞記事」～『 桂扇生「やんま久次」～ 7:00
突撃!隣の昼ごはん』、大 2017桂扇生独演会《粋
7:30
テレビショッピング
テレビショッピング

8:00 桂文治「善光寺の由来」 入船亭扇辰「竹の水仙」 桂小文治「宮戸川」～小 桂歌助「御神酒徳利」～ 桂歌春「強情灸」「長命

ち着いた雰囲気と端正
テレビショッピング

桂雀々「天神山」～独演
文治十八番創りの会《粋 歌助一笑会《粋 らくご》 (短命)」～池袋演芸場１ 会『雀々の逸品Vol.3』《
１月上席後半より《粋 ら 粋 らくご》
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

桂文治「善光寺の由来」 8:00
入船亭扇治「たがや」『
新宿末廣亭余一会昼の 8:30
部 文治・扇治二人会』
9:00
テレビショッピング

匠-TAKUMI- #28

匠-TAKUMI- #30

匠-TAKUMI- #23

9:30

三遊亭鳳楽「安産」「お テレビショッピング
かふい」～円生百席に
挑戦第44回《粋 らくご》 桂三若「落語の図書館」
Vol.1～楽器カフェすずら
桂小文治「宮戸川」～小 ん亭◇桂三若「鯛(桂三
文治十八番創りの会《粋 枝作)」「青菜」
テレビショッピング
らくご》

テレビショッピング

10:00

嗚呼、成金の壁 #22～ 匠-TAKUMI- #22
楽器カフェすずらん亭◇
テレビショッピング
柳亭小痴楽、桂宮治

匠-TAKUMI- #24

12:00

テレビショッピング

12:30

入船亭扇治「たがや」『

『扇辰日和～入船亭扇

9:00 テレビショッピング

部 文治・扇治二人会』

9:30 匠-TAKUMI- #26

8:30 新宿末廣亭余一会昼の 辰独演会』～柔らかで落 らくご》

匠-TAKUMI- #33

10:00 三遊亭鳳楽「安産」「お

雷門助六「長短」「春雨 古今亭志ん彌「宿屋の 三遊亭圓馬「河豚鍋」「
かふい」～円生百席に 宿」～池袋演芸場９月上 仇討ち」～古今亭志ん彌 高砂や」～酔っぱらいを
10:30 挑戦第44回《粋 らくご》 席より《粋 らくご》
ひとり会《粋 らくご》
演じたらピカイチ！チャ
ーミングな高座に酔いし
11:00 入船亭扇辰「竹の水仙」 桂歌蔵「モンゴル公演記 桂雀々「花ねじ」～独演 桂文治「善光寺の由来」
『扇辰日和～入船亭扇 」「寝床」～桂歌蔵の会《 会 春の宴～2019年4月 入船亭扇治「たがや」『
11:30 辰独演会』～柔らかで落 粋 らくご》
28日国立演芸場にて収 新宿末廣亭余一会昼の
ち着いた雰囲気と端正
録《粋 らくご》
部 文治・扇治二人会』
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 #21～
のヲタク落語会Vol.3(後) のヲタク落語会Vol.4(前) のヲタク落語会Vol.4(後) 楽器カフェすずらん亭◇
12:30 ～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 柳亭小痴楽、桂宮治
ゲスト：山口勝平
ゲスト：関智一
ゲスト：関智一
13:00 山遊亭金太郎「徂徠豆 柳亭小燕枝「らくだ」～
六代目柳家小さん「長者 12:55～春風亭一左「そ
腐」～池袋演芸場７月上 独演会 小燕枝の会《粋 番付」～小さんひとり千 ば清」「粗忽の釘」～言
13:30 席昼の部より《粋 らくご らくご》
一夜《粋 らくご》
葉のひとつひとつを大切
》
に。師匠・一朝直伝の江
14:00 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
14:30 桂竹千代「反対俥」「サ

匠-TAKUMI- #20

匠-TAKUMI- #21

立川らく朝「タンゴ床屋」 雷門助六「長短」「春雨 嗚呼、成金の壁 #24～ 13:00
～らく朝しおどめ落語会 宿」～池袋演芸場９月上 楽器カフェすずらん亭◇
13:30
《夢 寄席》
席より《粋 らくご》
柳亭小痴楽、桂宮治
テレビショッピング

三笑亭茶楽「品川心中」
「寝床」～思い切り笑わ
せ、やがてほろりとさせ
る。優雅な身のこなしと
端正な語り口の名人芸。
《粋 らくご》
春雨や雷蔵「蒟蒻問答」
～雷蔵八百夜 369夜《
桂三若「落語の図書館」 柳家権太楼「不動坊」～ 桂小文治「宮戸川」～小
Vol.9(前)～楽器カフェす 第606回三越落語会より 文治十八番創りの会《粋
ずらん亭◇桂三若「初天 《粋 らくご》
らくご》
神」
テレビショッピング
テレビショッピング
嗚呼、成金の壁 #23～
楽器カフェすずらん亭◇
桂米助「新聞記事」～『 桂三若「落語の図書館」 柳亭小痴楽、桂宮治
突撃!隣の昼ごはん』、大 Vol.9(後)～楽器カフェす
三遊亭楽之介 「心眼」～ 昔昔亭桃太郎「お見合 三遊亭とむ「妲己のお百
三遊亭楽之介の会より《 い中」～桃之助真打昇 」～お笑い芸人から転身
テレビショッピング
テレビショッピング
した人気落語家が、稀
代の悪女を演じる大ネタ
三遊亭とむ「妲己のお百 三遊亭楽生「牛ほめ」「 瀧川鯉朝「宮戸川」「あ
」～お笑い芸人から転身 死神」～第58回三遊亭 いつのいない朝」～池袋
した人気落語家が、稀 楽生独演会《夢 寄席》 演芸場８月中席より《夢
代の悪女を演じる大ネタ
寄席》
三遊亭楽之介 「心眼」～ 橘家竹蔵「天災」～第55 嗚呼、成金の壁 #22～
三遊亭楽之介の会より《 回橘家竹蔵独演会～笑 楽器カフェすずらん亭◇
テレビショッピング
テレビショッピング
柳亭小痴楽、桂宮治

桂やまと「花見の仇討ち 金原亭馬治「笠碁」～第 古今亭志ん吉「厩火事」 柳家権太楼「猫の災難」
オリ９号」桂竹丸「紀州」 」～第34回桂やまと独演 ６回馬治丹精会《碁敵は 「お面接(春風亭昇々作) ～柳家権太楼独演会よ
15:00 ～竹千代とステキな師
会《夢 寄席》
憎さも憎し懐かししより》 」～早稲田大学“非”落 り《粋 らくご》
匠の落語会《夢 寄席》
《夢 寄席》
研が落語家に。古典、新
15:30 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
16:00 鯉斗に訊け！！#3～楽 鯉斗に訊け！！#4～楽 三遊亭歌太郎「寝床」～

器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧 歌太郎ひとり会『春 乾坤
川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉 一擲』《夢 寄席》
津
津
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
16:30 川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉

17:30 三遊亭圓馬「短命」～弟 三遊亭とむ「妲己のお百 講談：神田陽子「四谷怪

子のママさん落語家・藍 」～お笑い芸人から転身 談 お岩誕生」 池袋演
三遊亭楽之介 「禁酒番
内幸町タロ人会より《夢 代の悪女を演じる大ネタ 屋」～三遊亭楽之介の
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
18:00 三遊亭鬼丸「締め込み」 した人気落語家が、稀

19:00 三遊亭遊馬「品川心中

三遊亭朝橘 ～真打昇進
(上・下)」「居残り佐平次 披露親子会より 三遊亭
19:30 」～三遊亭遊馬独演会《 圓橘「稲川」、朝橘「お化
粋 らくご》
け長屋」《夢 寄席》
20:00
三遊亭楽之介 「禁酒番
屋」～三遊亭楽之介の
20:30
テレビショッピング
21:00 三遊亭圓馬「河豚鍋」「

高砂や」～酔っぱらいを
演じたらピカイチ！チャ
21:30
ーミングな高座に酔いし
れろ！～《粋 らくご》
22:00 桂歌蔵「モンゴル公演記
」「寝床」～桂歌蔵の会《
粋 らくご》
22:30

23:00 桂三若「落語の図書館」

Vol.9(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「妻の
23:30
旅行(桂三枝作)」
24:00 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》
25:00 嗚呼、成金の壁 #2～楽
器カフェすずらん亭 ◇
柳亭小痴楽、桂宮治
24:30

25:30

三遊亭鳳楽「安産」「お 柳家権太楼「不動坊」～ 桂文治「善光寺の由来」
かふい」～円生百席に 第606回三越落語会より 「軒付け」入船亭扇治「
挑戦第44回《粋 らくご》 《粋 らくご》
たがや」「頂き猫」『新宿
末廣亭余一会昼の部
文治・扇治二人会』～名
桂小文治「宮戸川」～小 昔々亭慎太郎「幽霊不 門寄席の大人気二人会
文治十八番創りの会《粋 動産」「壺算」～女子大 をお届け！芸協を代表
らくご》
生百人が選んだ“イケメ する古典派の実力者と
ン”落語家グランプリで 図書館司書の資格を持
堂々２位のイケメン落語 つ達人が魅せる！《粋
らくご》
家が魅せる！《夢 寄席 氣になるふたり会
昔々亭慎太郎「幽霊不 桂三若「落語の図書館」
#17～
動産」「壺算」～女子大 Vol.1～楽器カフェすずら 楽器カフェすずらん亭：
生百人が選んだ“イケメ ん亭◇桂三若「鯛(桂三 春風亭朝也、笑福亭べ
ン”落語家グランプリで 枝作)」「青菜」
瓶 笑福亭べ瓶「江戸荒
堂々２位のイケメン落語
物」
家が魅せる！《夢 寄席 立川こしら「鼠穴saga」 立川談修「身投げ屋」「
柳家権太楼「不動坊」～
第606回三越落語会より ～こしらの集い より《夢 応挙の幽霊」～立川談
《粋 らくご》
寄席》
修独演会 談修インザダ
24:45～瀧川鯉昇「武助
ーク Vol.５《夢 寄席》
馬」「佃祭」池袋演芸場8
月中席～独特の間と唯
一無二の雰囲気で、最 CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好
も人気のある噺家の１人 のヲタク落語会Vol.3(前) のヲタク落語会Vol.3(後)
として君臨！確かな芸に ～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：山口勝平
裏打ちされた破天荒な ゲスト：山口勝平
高座を堪能！《粋 らくご

26:00 三遊亭とむ「妲己のお百 三遊亭楽生「牛ほめ」「

」～お笑い芸人から転身
した人気落語家が、稀
26:30
代の悪女を演じる大ネタ
に挑戦！《夢 寄席》
27:00 ★笑わせnight！★ #82
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
27:30
福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト：センス爆
発女、左利き

柳家権太楼「猫の災難」
～柳家権太楼独演会よ
19:40～CSもえよせ 春
風亭吉好のヲタク落語
会Vol.4(前)～楽器カフェ
すずらん亭 ゲスト：関智
テレビショッピング

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》
鯉斗に訊け！！#1～楽 鯉斗に訊け！！#2～楽 鯉斗に訊け！！#3～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「転失気」 ゲス 川鯉斗「荒茶」 ゲスト： 川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉
ト：春風亭一左「たいこ腹 春風亭一左
津
」
死神」～第58回三遊亭
楽生独演会《夢 寄席》

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》

氣になるふたり会 #17～ 10:30
楽器カフェすずらん亭：
春風亭朝也、笑福亭べ 11:00
瓶 笑福亭べ瓶「江戸荒
11:30
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
界のチョイ悪オヤジ《粋
らくご》
桂歌助「御神酒徳利」～
歌助一笑会《粋 らくご》

三笑亭茶楽「品川心中」
「寝床」～思い切り笑わ
せ、やがてほろりとさせ
る。優雅な身のこなしと
端正な語り口の名人芸。
《粋 らくご》
立川生志「明烏」～落語
会「ひとりブタじゃん」《粋
らくご》
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.4(前)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：関智一
立川こしら「鼠穴saga」
～こしらの集い より《夢
寄席》

鯉斗に訊け！！#4～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉
津

春風亭鹿の子「鼓ヶ滝」「
鹿政談」～雑誌『anan』
読者が選ぶ「好きな女流
落語家」NO.1！女流落
語家にはめずらしい、大
ネタや啖呵を演ずる本
講談：神田陽子「四谷怪
談 お岩誕生／伊藤喜
兵衛の最期」 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
氣になるふたり会
#18～
楽器カフェすずらん亭：
春風亭朝也、笑福亭べ
瓶 朝也「片棒」「新聞記
事」/べ瓶「いらち俥」/八
題噺リレー
昔々亭慎太郎「幽霊不
動産」「壺算」～女子大
生百人が選んだ“イケメ
ン”落語家グランプリで
堂々２位のイケメン落語
家が魅せる！《夢 寄席
柳家権太楼「不動坊」～
第606回三越落語会より
《粋 らくご》
25:45～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
座から浮かびあがる。《
昔昔亭桃太郎「お見合
い中」～桃之助真打昇
進披露親子会より《夢
三遊亭歌太郎「寝床」～
歌太郎ひとり会『春 乾坤
一擲』《夢 寄席》

昔々亭慎太郎「幽霊不
動産」「壺算」～女子大
生百人が選んだ“イケメ
ン”落語家グランプリで
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」／一龍齋貞山「雲
鯉斗に訊け！！#1～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗「転失気」 ゲス
ト：春風亭一左「たいこ腹
桂歌助「御神酒徳利」～
歌助一笑会《粋 らくご》

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

三遊亭楽生「牛ほめ」「 18:00
死神」～第58回三遊亭
楽生独演会《夢 寄席》 18:30
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～《
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

19:00
19:30
20:00
20:30

東生亭世楽「三人旅」「 21:00
十徳」～あの勝新太郎
の弟子から異色の転
21:30
身！豪放磊落な“勝新イ
ズム”を落語で継承！《
粋 らくご》
22:00
桂雀々「東之旅」～桂雀
々独演会『春の今宵』《
粋 らくご》
22:30

三遊亭金時 改メ 五代目 23:00
三遊亭金馬「愛宕山」「
芝浜」～『金時、金馬に
23:30
なる会』次男が五代目金
馬襲名！大きな名前に
負けぬ語りを披露！《粋 24:00
らくご》
24:30

CSもえよせ 春風亭吉好 25:00
のヲタク落語会Vol.4(後)
～楽器カフェすずらん亭
25:30
ゲスト：関智一
立川談修「身投げ屋」「 26:00
応挙の幽霊」～立川談
修独演会 談修インザダ
26:30
ーク Vol.５《夢 寄席》
桂三若「落語の図書館」 27:00
Vol.9(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「初天
27:30
神」

11月16日

11月17日

11月18日

11月19日

11月20日

11月21日

11月22日

月

火

水

木

金

土

日

4:00 桂文治「善光寺の由来」 桂歌蔵「モンゴル公演記 橘家文蔵「試し酒」「雑俳 桂歌助「御神酒徳利」～ 瀧川鯉昇「茶の湯」～瀧 橘家文蔵「文七元結」～ 立川談幸「七段目」「能

入船亭扇治「たがや」『
4:30 新宿末廣亭余一会昼の
部 文治・扇治二人会』
5:00 雷門助六「長短」「春雨
宿」～池袋演芸場９月上
5:30 席より《粋 らくご》

」「寝床」～桂歌蔵の会《 」～独演会 文蔵プレミア 歌助一笑会《粋 らくご》 川鯉昇独演会より《粋
粋 らくご》
ム《粋 らくご》
らくご》

独演会 文蔵プレミアム《 狂言」～立川談幸独演
粋 らくご》
会《粋 らくご》

4:00
4:30

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
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.4(前) のヲタク落語会Vol.4(後)
6:30 ～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：関智一
ゲスト：関智一
7:00 匠-TAKUMI- #25
匠-TAKUMI- #27

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
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

古今亭志ん彌「宿屋の 古今亭菊生「干物箱」～ 桂右團治「くしゃみ講釈」
仇討ち」～古今亭志ん彌 圓菊遺伝子の会《粋 ら 「誕生日(桂三枝作)」～
ひとり会《粋 らくご》
くご》
池袋演芸場９月上席より
《粋 らくご》
嗚呼、成金の壁 #22～ 嗚呼、成金の壁 #23～ 嗚呼、成金の壁 #24～
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◇
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治

5:00

匠-TAKUMI- #29

匠-TAKUMI- #31

匠-TAKUMI- #34

7:00

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

昔昔亭桃太郎「春雨宿」
「ぜんざい公社」～池袋
演芸場12月中席より《粋
らくご》
★笑わせnight！★ #79
～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
橘家竹蔵「天災」～第55 春雨や雷蔵「蒟蒻問答」
回橘家竹蔵独演会～笑 ～雷蔵八百夜 369夜《
テレビショッピング
テレビショッピング

8:00 桂歌蔵「モンゴル公演記 橘家文蔵「試し酒」「雑俳 桂雀々「花ねじ」～独演

5:30
6:00
6:30

7:30

立川談幸「寝床」～立川 桂歌助「御神酒徳利」～ 桂雀々「東之旅」～桂雀
」「寝床」～桂歌蔵の会《 」～独演会 文蔵プレミア 会 春の宴～2019年4月 談幸独演会《粋 らくご》 歌助一笑会《粋 らくご》 々独演会『春の今宵』《
ム《粋 らくご》
28日国立演芸場にて収
粋 らくご》
録《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

三遊亭圓輔「長短」「辰 8:00
巳の辻占」 ～８９歳にし
てバリバリ現役の圧倒 8:30
的なパワー！高齢者教
9:00
テレビショッピング

9:30 匠-TAKUMI- #26

8:30 粋 らくご》

10:00 三遊亭王楽「ふだんの

袴」「五人廻し」～三遊亭
10:30 王楽のにぎわい道場(第
三十八回)より《粋 らく
11:00 桂歌春「強情灸」「長命
(短命)」～池袋演芸場１
11:30 １月上席後半より《粋 ら
くご》
12:00 ★笑わせnight！★ #79
～楽器カフェすずらん亭
12:30 ◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
13:00 桂竹千代「生まれ変わり
(作・桂三枝)」～竹千代
13:30 とステキな師匠の落語
会《夢 寄席》
14:00 テレビショッピング

匠-TAKUMI- #28

★笑わせnight！★ #80
～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
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》
テレビショッピング

瀧川鯉太「錦の袈裟」「
いつのいない朝」～池袋 異母兄弟～大根多厚バ
15:00 演芸場８月中席より《夢 ージョン」～伝説のコイタ
寄席》
ナイト～RE・BIRTH～《
15:30 テレビショッピング
テレビショッピング
16:00 氣になるふたり会 #18～ 氣になるふたり会 #1～

楽器カフェすずらん亭：

楽器カフェすずらん亭：
春風亭朝也「元犬」笑福
瓶 朝也「片棒」「新聞記 亭べ瓶「時うどん」
17:00 テレビショッピング
テレビショッピング
16:30 春風亭朝也、笑福亭べ

17:30 瀧川鯉太「錦の袈裟」「

立川こしら「鼠穴saga」
異母兄弟～大根多厚バ ～こしらの集い より《夢

18:00 ージョン」～伝説のコイタ 寄席》

ナイト～RE・BIRTH～《
テレビショッピング

19:00 三遊亭金時 改メ 五代目 古今亭菊生「干物箱」～

三遊亭金馬「愛宕山」「
19:30 芝浜」～『金時、金馬に
なる会』次男が五代目金
20:00 馬襲名！大きな名前に
負けぬ語りを披露！《粋
20:30 らくご》

圓菊遺伝子の会《粋 ら
くご》
春雨や雷蔵「蒟蒻問答」
～雷蔵八百夜 369夜《
テレビショッピング

21:00 古今亭志ん彌「宿屋の

三遊亭圓馬「河豚鍋」「
仇討ち」～古今亭志ん彌 高砂や」～酔っぱらいを
ひとり会《粋 らくご》
演じたらピカイチ！チャ
21:30
ーミングな高座に酔いし
れろ！～《粋 らくご》
22:00 入船亭扇辰「竹の水仙」 瀧川鯉昇「茶の湯」～瀧
『扇辰日和～入船亭扇 川鯉昇独演会より《粋
辰独演会』～柔らかで落 らくご》
22:30
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
23:00 氣になるふたり会
#1～ 東生亭世楽「三人旅」「
楽器カフェすずらん亭： 十徳」～あの勝新太郎
春風亭朝也「元犬」笑福 の弟子から異色の転
23:30
亭べ瓶「時うどん」
身！豪放磊落な“勝新イ
ズム”を落語で継承！《
粋 らくご》
24:00 氣になるふたり会 #2～ 三笑亭茶楽「品川心中」
楽器カフェすずらん亭： 「寝床」～思い切り笑わ
三遊亭司「お見立て」古 せ、やがてほろりとさせ
24:30
今亭志ん八「取扱説明 る。優雅な身のこなしと
書店」
端正な語り口の名人芸。
25:00 嗚呼、成金の壁 #21～ 《粋 らくご》
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、桂宮治
25:30
桂米多朗「歳そば」～桂
米多朗の会《粋 らくご》
26:00 露の紫「手向け茶屋」「

中村仲蔵」～人気ＭＣが
落語に魅せられて転
26:30
身！今治・大阪・東京～
三都を魅了する独演会
ファイナル！ 《夢 寄席》
27:00 桂三若「落語の図書館」
Vol.9(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「妻の
27:30 昔昔亭桃太郎「お見合
い中」～桃之助真打昇
進披露親子会より《夢

匠-TAKUMI- #33

古今亭志ん彌「宿屋の 古今亭志ん彌「幾代餅」 三笑亭夢花「幇間腹」「
仇討ち」～古今亭志ん彌 ～古今亭志ん彌ひとり 自家用車」～初代夢丸
ひとり会《粋 らくご》
会《粋 らくご》
の惣領弟子がその遺志
を継ぐ！ダンディな落語
桂雀々「天神山」～独演 立川談幸「寝床」～立川 桂歌蔵「モンゴル公演記
会『雀々の逸品Vol.3』《 談幸独演会《粋 らくご》 」「寝床」～桂歌蔵の会《
粋 らくご》
粋 らくご》

14:30 瀧川鯉朝「宮戸川」「あ

18:30 テレビショッピング

匠-TAKUMI- #30

昔昔亭桃之助～真打昇
進披露親子会『生まれも
育ちも、江東区。』より
昔昔亭桃太郎「お見合
い中」、桃之助「妾馬」《
夢 寄席》
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」

★笑わせnight！★ #81
～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
桂やまと「花見の仇討ち
」～第34回桂やまと独演
会《夢 寄席》
テレビショッピング

★笑わせnight！★ #82
～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
金原亭馬治「笠碁」～第
６回馬治丹精会《碁敵は
憎さも憎し懐かししより》
《夢 寄席》
テレビショッピング

匠-TAKUMI- #22

匠-TAKUMI- #23

匠-TAKUMI- #25

9:30

柳家花緑「つる」／台所
おさん「松曳き」～柳家
花緑一門会より《粋 らく
ご》
E～落語[エレクトーン×
落語] Vol.2 出演：桂竹
千代、三遊亭遊子、山﨑
雅也（エレクトーン演奏）
12:05～鯉斗に訊け！！
#1～楽器カフェすずらん
亭◇瀧川鯉斗「転失気」
ゲスト：春風亭一左「た
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
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

10:00

恋人-KOITO-指南 #3～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
緑君(ろっくん)
テレビショッピング

恋人-KOITO-指南 #4～ 10:30
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家 11:00
緑君(ろっくん)
11:30
テレビショッピング

匠-TAKUMI- #24

匠-TAKUMI- #26

12:00

テレビショッピング

テレビショッピング

12:30

春風亭柳太郎「夢の続
き」～柳太郎の会《粋
らくご》

鯉斗に訊け！！#3～楽 13:00
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉 13:30
津
東生亭世楽「三人旅」「 14:00
十徳」～あの勝新太郎
14:30
の弟子から異色の転
身！豪放磊落な“勝新イ
三遊亭朝橘 ～真打昇進 15:00
披露親子会より 三遊亭
圓橘「稲川」、朝橘「お化 15:30
け長屋」《夢 寄席》
桂三若「落語の図書館」 16:00
Vol.9(後)～楽器カフェす
三遊亭圓馬「短命」～弟 16:30
子のママさん落語家・藍
立川談幸「寝床」～立川 17:00
談幸独演会《粋 らくご》

春風亭鹿の子「鼓ヶ滝」「
鹿政談」～雑誌『anan』
立川こしら「鼠穴saga」 桂扇生「やんま久次」～ 柳家さん喬「寝床」～三 読者が選ぶ「好きな女流
～こしらの集い より《夢 2017桂扇生独演会《粋 越落語会より《粋 らくご 落語家」NO.1！女流落
テレビショッピング
講談：神田陽子「四谷怪
寄席》
》
談 お岩誕生／伊藤喜
テレビショッピング
E～落語[エレクトーン× テレビショッピング
兵衛の最期」 池袋演芸
落語] Vol.1 出演：ちょ
場8月中席～芸歴40年
氣になるふたり会 #2～ ちょら組より、橘家文吾・ 柳家甚語楼「宿屋の仇 桂雀々「花ねじ」～独演
楽器カフェすずらん亭： 三遊亭ぽん太・立川かし 討」～柳家甚語楼の会《 会 春の宴～2019年4月
三遊亭司「お見立て」古 め
粋 らくご》
28日国立演芸場にて収
今亭志ん八「取扱説明
録《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
鯉斗に訊け！！#2～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
立川談修「身投げ屋」「 露の紫「手向け茶屋」「 昔昔亭桃之助～真打昇 川鯉斗「荒茶」 ゲスト：
応挙の幽霊」～立川談 中村仲蔵」～人気ＭＣが 進披露親子会『生まれも 春風亭一左
山遊亭金太郎「徂徠豆
修独演会 談修インザダ 落語に魅せられて転
育ちも、江東区。』より
ーク Vol.５《夢 寄席》
身！今治・大阪・東京～ 昔昔亭桃太郎「お見合 腐」～池袋演芸場７月上
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
席昼の部より《粋 らくご
》
柳家さん喬「寝床」～三 立川談修「身投げ屋」「 露の紫「手向け茶屋」「 昔昔亭桃之助～真打昇
越落語会より《粋 らくご 応挙の幽霊」～立川談 中村仲蔵」～人気ＭＣが 進披露親子会『生まれも
》
修独演会 談修インザダ 落語に魅せられて転
育ちも、江東区。』より
ーク Vol.５《夢 寄席》
身！今治・大阪・東京～ 昔昔亭桃太郎「お見合
昔昔亭桃太郎「お見合 立川生志「明烏」～落語 桂扇生「やんま久次」～ ★笑わせnight！★ #82
い中」～桃之助真打昇 会「ひとりブタじゃん」《粋 2017桂扇生独演会《粋 ～楽器カフェすずらん亭
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
福☆みずほ、おせつとき
柳家甚語楼「宿屋の仇 役者の落語会、第11回「 春風亭柳太郎「夢の続 柳家権太楼「火焔太鼓」
討」～柳家甚語楼の会《 ごらく亭」の夏休み～役 き」～柳太郎の会《粋
「唐茄子屋政談」～押し
粋 らくご》
者たちによる落語とお座 らくご》
も押されもしない寄席の
敷芝居や演芸の会！コ
第一人者の至高の高
ロナにめげずに笑っちゃ
座！笑って泣いて、円熟
東生亭世楽「三人旅」「 おう！《夢 寄席》
三遊亭圓輔「長短」「辰 の語りが観客を魅了！《
十徳」～あの勝新太郎
巳の辻占」 ～８９歳にし 極 名人噺》
の弟子から異色の転
てバリバリ現役の圧倒
身！豪放磊落な“勝新イ
的なパワー！高齢者教 E～落語[エレクトーン×
ズム”を落語で継承！《
室の講師もつとめ、笑い 落語] Vol.2 出演：桂竹
粋 らくご》
で日本を明るく！《粋 ら 千代、三遊亭遊子、山﨑
露の紫「手向け茶屋」「
春風亭鹿の子「鼓ヶ滝」「
雅也（エレクトーン演奏）
中村仲蔵」～人気ＭＣが
鹿政談」～雑誌『anan』
落語に魅せられて転
読者が選ぶ「好きな女流
身！今治・大阪・東京～
落語家」NO.1！女流落
三都を魅了する独演会
語家にはめずらしい、大
ファイナル！ 《夢 寄席》 柳家わさび「幇間小僧」「 講談：神田陽子「四谷怪
ネタや啖呵を演ずる本 東生亭世楽「三人旅」「
昔昔亭桃之助～真打昇
進披露親子会『生まれも 明烏」～柳家わさび独演 談 お岩誕生／伊藤喜 十徳」～あの勝新太郎
育ちも、江東区。』より
会《夢 寄席》
兵衛の最期」 池袋演芸 の弟子から異色の転
昔昔亭桃太郎「お見合
場8月中席～芸歴40年 身！豪放磊落な“勝新イ
い中」、桃之助「妾馬」《
を越え、日本講談協会 ズム”を落語で継承！《
夢 寄席》
会長も務めた女流講談
粋 らくご》
嗚呼、成金の壁
#22～ 嗚呼、成金の壁 #23～ 嗚呼、成金の壁
#24～ 三笑亭茶楽「品川心中」
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◇ 「寝床」～思い切り笑わ
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
せ、やがてほろりとさせ
る。優雅な身のこなしと
端正な語り口の名人芸。
柳家わさび「幇間小僧」「 ロケット団～ロケット団 25:58～桂三若「怒りの 《粋 らくご》
明烏」～柳家わさび独演 定例集会 其の８８《夢
パワー」「寝床」～花の
会《夢 寄席》
寄席》
お江戸で十八番勝負６《
三遊亭鬼丸「締め込み」
夢 寄席》
内幸町タロ人会より《夢
寄席》
氣になるふたり会 #17～ 氣になるふたり会 #18～ 27:05～氣になるふたり 氣になるふたり会 #2～
楽器カフェすずらん亭： 楽器カフェすずらん亭： 会 #1～楽器カフェすず 楽器カフェすずらん亭：
春風亭朝也、笑福亭べ 春風亭朝也、笑福亭べ らん亭：春風亭朝也「元 三遊亭司「お見立て」古
瓶 笑福亭べ瓶「江戸荒 瓶 朝也「片棒」「新聞記 犬」笑福亭べ瓶「時うど 今亭志ん八「取扱説明
物」
事」/べ瓶「いらち俥」/八 ん」
書店」
題噺リレー

17:30

柳亭小燕枝「らくだ」～ 18:00
独演会 小燕枝の会《粋
18:30
らくご》
柳家わさび「幇間小僧」「 19:00
明烏」～柳家わさび独演
19:30
会《夢 寄席》
鯉斗に訊け！！#1～楽 20:00
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗「転失気」 ゲス 20:30
ト：春風亭一左「たいこ腹
橘ノ圓満 『橘ノ圓満独 21:00
演会 深川de圓満会』～
上野の老舗日本料理屋
21:30
の若旦那から３８歳で落
語家に。三代続く江戸っ
子が深川で得意の古典 22:00
落語を披露。《粋 らくご
》
桂米福「ラーメン屋」「稽 22:30
古屋」～柳亭小痴楽から
遡ること15年、単独で真
23:00
打昇進を果たした逸
材！現役最年長・桂米
丸最後の弟子が得意の 23:30
古典落語を披露！《粋
らくご》
桂右團治「くしゃみ講釈」 24:00
「誕生日(桂三枝作)」～
池袋演芸場９月上席より
24:30
《粋 らくご》
隅田川馬石「安兵衛狐」 25:00
「鰍沢」～フランボヤン寄
席より《夢 寄席》
25:30
26:00

E～落語[エレクトーン× 26:30
落語] Vol.1 出演：ちょ
ちょら組より、橘家文吾・
27:00
三遊亭ぽん太・立川かし
め
27:30

11月23日

11月24日

11月25日

11月26日

11月27日

11月28日

11月29日

月

火

水

木

金

土

日

4:00 三遊亭楽之介 「紙入れ」 橘家文蔵「試し酒」「雑俳 立川談慶「幽女買い」「

立川談幸「寝床」～立川 三遊亭遊雀「堪忍袋」「
「心眼」～三遊亭楽之介 」～独演会 文蔵プレミア 井戸の茶碗」～国立演 談幸独演会《粋 らくご》 真田小僧」 ～テンポよく
4:30 の会より《粋 らくご》
ム《粋 らくご》
芸場独演会《粋 らくご》
たたみかける語り口。脂
が乗り切った爆笑必至
5:00 桂歌助「御神酒徳利」～ 三遊亭楽之介 「紙入れ」 橘家文蔵「文七元結」～ 瀧川鯉昇「茶の湯」～瀧 立川談幸「七段目」「能
歌助一笑会《粋 らくご》 「心眼」～三遊亭楽之介 独演会 文蔵プレミアム《 川鯉昇独演会より《粋
狂言」～立川談幸独演
5:30
の会より《粋 らくご》
粋 らくご》
らくご》
会《粋 らくご》

三遊亭圓輔「長短」「辰 4:00
巳の辻占」 ～８９歳にし
てバリバリ現役の圧倒 4:30
的なパワー！高齢者教
立川談慶「幽女買い」「 三遊亭楽之介 「紙入れ」 5:00
井戸の茶碗」～国立演 「心眼」～三遊亭楽之介
5:30
芸場独演会《粋 らくご》 の会より《粋 らくご》
立川談幸「七段目」「能
狂言」～立川談幸独演
会《粋 らくご》

6:00 ★笑わせnight！★ #80 ★笑わせnight！★ #81 ★笑わせnight！★ #82 鯉斗に訊け！！#1～楽 鯉斗に訊け！！#2～楽 鯉斗に訊け！！#3～楽 鯉斗に訊け！！#4～楽 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- #27
匠-TAKUMI- #29

～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- #31

器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗「転失気」 ゲス
ト：春風亭一左「たいこ腹
匠-TAKUMI- #34

器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗「荒茶」 ゲスト：
春風亭一左
匠-TAKUMI- #21

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

6:30 ◇すいたんすいこう、八

テレビショッピング

器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉
津
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

器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉 6:30
津
三遊亭圓馬「短命」～弟 7:00
子のママさん落語家・藍
7:30
テレビショッピング

8:00 古今亭志ん彌「幾代餅」 桂右團治「くしゃみ講釈」 春風亭一朝「宿屋の富」 春風亭柳太郎「カレー屋 雷門助六「長短」「春雨

9:00 テレビショッピング

「誕生日(桂三枝作)」～ 「短命」《粋 らくご》
池袋演芸場９月上席より
《粋 らくご》
テレビショッピング
テレビショッピング

昔昔亭桃太郎「春雨宿」 春風亭一朝「宿屋の富」 8:00
」「くしゃみ講釈」～柳太 宿」～池袋演芸場９月上 「ぜんざい公社」～池袋 「短命」《粋 らくご》
8:30
郎の会《粋 らくご》
席より《粋 らくご》
演芸場12月中席より《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

9:30 匠-TAKUMI- #28

匠-TAKUMI- #30

匠-TAKUMI- #33

匠-TAKUMI- #20

匠-TAKUMI- #22

三遊亭圓輔「長短」「辰
巳の辻占」 ～８９歳にし
てバリバリ現役の圧倒
的なパワー！高齢者教
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.9(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「初天
神」
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

三遊亭遊雀「堪忍袋」「
真田小僧」 ～テンポよく
たたみかける語り口。脂
が乗り切った爆笑必至
柳家花緑「つる」／台所
おさん「松曳き」～柳家
花緑一門会より《粋 らく
ご》
桂三若「落語の図書館」
Vol.9(後)～楽器カフェす
橘家竹蔵「天災」～第55
回橘家竹蔵独演会～笑
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～《
テレビショッピング

瀧川鯉昇「茶の湯」～瀧 テレビショッピング
川鯉昇独演会より《粋
CSもえよせ 春風亭吉好
らくご》
のヲタク落語会Vol.3(後)
CSもえよせ 春風亭吉好 ～楽器カフェすずらん亭
のヲタク落語会Vol.3(前) ゲスト：山口勝平
～楽器カフェすずらん亭 テレビショッピング
ゲスト：山口勝平
桂三若「落語の図書館」 匠-TAKUMI- #24
Vol.1～楽器カフェすずら
ん亭◇桂三若「鯛(桂三 テレビショッピング
枝作)」「青菜」
立川こしら「鼠穴saga」 橘家文蔵「文七元結」～
～こしらの集い より《夢 独演会 文蔵プレミアム《
寄席》
粋 らくご》

～古今亭志ん彌ひとり

8:30 会《粋 らくご》

10:00 立川談慶「幽女買い」「

立川談幸「七段目」「能
井戸の茶碗」～国立演 狂言」～立川談幸独演
10:30 芸場独演会《粋 らくご》 会《粋 らくご》
11:00 春風亭一朝「宿屋の富」 春風亭柳太郎「カレー屋
11:30

「短命」《粋 らくご》

」「くしゃみ講釈」～柳太
郎の会《粋 らくご》

12:00 鯉斗に訊け！！#4～楽 三遊亭歌太郎「寝床」～

器カフェすずらん亭◇瀧
12:30 川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉
津
13:00 三遊亭とむ「妲己のお百
」～お笑い芸人から転身
13:30 した人気落語家が、稀
代の悪女を演じる大ネタ
14:00 テレビショッピング

歌太郎ひとり会『春 乾坤
一擲』《夢 寄席》
三遊亭楽生「牛ほめ」「
死神」～第58回三遊亭
楽生独演会《夢 寄席》
テレビショッピング

テレビショッピング

14:30 桂三若「怒りのパワー」「 隅田川馬石「安兵衛狐」 立川龍志「藪入り」「酢豆 柳家小きん「鼠穴」「夢

寝床」～花のお江戸で
15:00 十八番勝負６《夢 寄席
》
15:30 15:40～テレビショッピン
グ
16:00 16:10～嗚呼、成金の壁
#37～楽器カフェすずら
16:30 ん亭◇春風亭昇々「湯
屋番」、桂宮治「蜘蛛駕
17:00 17:10～テレビショッピン
グ
17:30 17:40～昔昔亭桃之助～
真打昇進披露親子会『
18:00 生まれも育ちも、江東区
。』より 昔昔亭桃太郎「
18:30 テレビショッピング

「鰍沢」～フランボヤン寄 腐」《粋 らくご》
席より《夢 寄席》

テレビショッピング

テレビショッピング

柳亭小燕枝「らくだ」～
独演会 小燕枝の会《粋
嗚呼、成金の壁 #38～ 嗚呼、成金の壁 #1～楽 嗚呼、成金の壁 #2～楽 らくご》
楽器カフェすずらん亭◇ 器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭 ◇
テレビショッピング
春風亭昇々、桂宮治
亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
テレビショッピング

第606回三越落語会より
入り」～志ん生の遺伝子

20:00 ～祝・傘寿！亡き志ん朝

と切磋琢磨した朋友が

20:30 テレビショッピング

山遊亭金太郎「徂徠豆
定例集会 其の８８《夢
腐」～池袋演芸場７月上
19:45～三遊亭鬼丸「抜
寄席》
け雀」～内幸町タロ人会
三遊亭楽之介 「禁酒番 第73夜《粋 らくご》
屋」～三遊亭楽之介の
テレビショッピング
テレビショッピング

21:00 ロケット団『結成20周年

三遊亭遊雀「堪忍袋」「
真田小僧」 ～テンポよく
たたみかける語り口。脂
が乗り切った爆笑必至
の高座を堪能《粋 らくご
》
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
22:30 桂米助「新聞記事」～『 22:45～桂三若「怒りの
突撃!隣の昼ごはん』、大 パワー」「寝床」～花の
人気ドラマ『陸王』でお馴 お江戸で十八番勝負６《
23:00 恋人-KOITO-指南 #3～
夢 寄席》
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
23:30
緑君(ろっくん)《0》
記念大定例集会其の
100』～ナイツらと並ぶ漫
21:30
才協会四天王コンビが
結成20周年の集大成ラ
22:00 イブを大ホールで開催！
《夢 寄席》

24:00 立川談幸「寝床」～立川 春風亭鹿の子「鼓ヶ滝」「

談幸独演会《粋 らくご》 鹿政談」～雑誌『anan』
読者が選ぶ「好きな女流
落語家」NO.1！女流落
語家にはめずらしい、大
ネタや啖呵を演ずる本
25:00 古今亭菊生「干物箱」～ 講談：神田陽子「四谷怪
圓菊遺伝子の会《粋 ら 談 お岩誕生／伊藤喜
くご》
兵衛の最期」 池袋演芸
25:30 25:40～立川龍志「藪入
場8月中席～芸歴40年
り」「酢豆腐」《粋 らくご》 を越え、日本講談協会
会長も務めた女流講談
26:00
柳家小きん「鼠穴」「夢
金」～『小きんの落語道
場』～11代続く落語の大
26:30 26:50～E～落語[エレク
名跡を担う名人芸～《粋
トーン×落語] Vol.2 出 らくご》
演：桂竹千代、三遊亭遊
27:00
子、山﨑雅也（エレクトー 27:10～恋人-KOITO-指
南 #3～楽器カフェすず
ン演奏）
らん亭◇瀧川鯉斗 ゲス
27:30
ト：柳家緑君(ろっくん)
24:30

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
桂米多朗「歳そば」～桂
米多朗の会《粋 らくご》
立川生志「明烏」～落語 桂扇生「やんま久次」～ 橘家竹蔵「天災」～第55 春雨や雷蔵「蒟蒻問答」
会「ひとりブタじゃん」《粋 2017桂扇生独演会《粋 回橘家竹蔵独演会～笑 ～雷蔵八百夜 369夜《
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 柳家権太楼「不動坊」～ ロケット団～ロケット団
19:30 19:45～金原亭伯楽「藪

山遊亭金太郎「徂徠豆
金」～『小きんの落語道 腐」～池袋演芸場７月上
場』～11代続く落語の大 席昼の部より《粋 らくご
名跡を担う名人芸～《粋 》
テレビショッピング
らくご》

柳亭小燕枝「らくだ」～
独演会 小燕枝の会《粋
らくご》

橘ノ圓満 『橘ノ圓満独
演会 深川de圓満会』～
上野の老舗日本料理屋
の若旦那から３８歳で落
語家に。三代続く江戸っ
子が深川で得意の古典
落語を披露。《粋 らくご
》
三遊亭遊雀「堪忍袋」「
真田小僧」 ～テンポよく
たたみかける語り口。脂
が乗り切った爆笑必至
の高座を堪能《粋 らくご
》
三遊亭楽之介
「心眼」～
三遊亭楽之介の会より《
粋 らくご》
★笑わせnight！★ #81
～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：センス爆
発女、左利き
柳家権太楼「鰍沢」～柳
家権太楼独演会より《粋
らくご》

恋人-KOITO-指南 #4～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
緑君(ろっくん)

匠-TAKUMI- #23

柳家権太楼「火焔太鼓」
「唐茄子屋政談」～押し
も押されもしない寄席の
第一人者の至高の高
座！笑って泣いて、円熟
の語りが観客を魅了！《
春雨や雷蔵「蒟蒻問答」
～雷蔵八百夜 369夜《
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
氣になるふたり会 #17～
楽器カフェすずらん亭：
春風亭朝也、笑福亭べ
瓶 笑福亭べ瓶「江戸荒
柳家権太楼「鰍沢」～柳
家権太楼独演会より《粋
らくご》

桂三若「怒りのパワー」「 隅田川馬石「安兵衛狐」 立川龍志「藪入り」「酢豆
寝床」～花のお江戸で 「鰍沢」～フランボヤン寄 腐」《粋 らくご》
十八番勝負６《夢 寄席 席より《夢 寄席》
》
20:15～桂三若「落語の
図書館」Vol.9(前)～楽器
テレビショッピング
テレビショッピング
カフェすずらん亭◇桂三
若「初天神」
入船亭扇辰「心眼」「竹 三遊亭楽之介 「紙入れ」 桂米福「ラーメン屋」「稽
の水仙」『扇辰日和～入 「心眼」～三遊亭楽之介 古屋」～柳亭小痴楽から
船亭扇辰独演会』～柔ら の会より《粋 らくご》
遡ること15年、単独で真
かで落ち着いた雰囲気
打昇進を果たした逸
と端正な口調、そして繊
材！現役最年長・桂米
細な演技力。同期の柳 春風亭柳好「崇徳院」「 丸最後の弟子が得意の
家喬太郎と人気、実力と 三井の大黒」～談志も認 古典落語を披露！《粋
もに双璧をなす格調高 めた先々代、テレビで活 らくご》
い風格が漂う本寸法の 躍の先代を継ぐ五代目 三遊亭楽之介 「心眼」～
魅力。《粋 らくご》
が魅せるとぼけた味わ 三遊亭楽之介の会より《
粋 らくご》
い～《粋 らくご》
23:10～桂右團治「くしゃ 柳家権太楼「火焔太鼓」
嗚呼、成金の壁 #38～
み講釈」「誕生日(桂三枝 「唐茄子屋政談」～押し 楽器カフェすずらん亭◇
作)」～池袋演芸場９月 も押されもしない寄席の 春風亭昇々、桂宮治
23:40～橘ノ圓満 『橘ノ
上席より《粋 らくご》
第一人者の至高の高
座！笑って泣いて、円熟 圓満独演会 深川de圓
満会』～上野の老舗日
23:55～隅田川馬石「安 の語りが観客を魅了！《 本料理屋の若旦那から
兵衛狐」「鰍沢」～フラン 極 名人噺》
３８歳で落語家に。三代
ボヤン寄席より《夢 寄
立川生志「明烏」～落語 続く江戸っ子が深川で得
席》
会「ひとりブタじゃん」《粋 意の古典落語を披露。《
粋 らくご》
らくご》
★笑わせnight！★ #82 鯉斗に訊け！！#1～楽 春風亭鹿の子「鼓ヶ滝」「
～楽器カフェすずらん亭 器カフェすずらん亭◇瀧 鹿政談」～雑誌『anan』
◇すいたんすいこう、八 川鯉斗「転失気」 ゲス 読者が選ぶ「好きな女流
福☆みずほ、おせつとき ト：春風亭一左「たいこ腹 落語家」NO.1！女流落
ょうた ゲスト：センス爆 」
語家にはめずらしい、大
発女、左利き
柳家権太楼「芝浜」～三 柳家権太楼「猫の災難」 ネタや啖呵を演ずる本
講談：神田陽子「四谷怪
越落語会特別企画 三 ～柳家権太楼独演会よ 談 お岩誕生／伊藤喜
越師走寄席《粋 らくご》 り《粋 らくご》
兵衛の最期」 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
嗚呼、成金の壁 #37～ 嗚呼、成金の壁 #38～ 嗚呼、成金の壁
#1～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◇柳
春風亭昇々「湯屋番」、 春風亭昇々、桂宮治
亭小痴楽、桂宮治
桂宮治「蜘蛛駕籠」

匠-TAKUMI- #25

9:30

テレビショッピング

10:00

CSもえよせ 春風亭吉好 10:30
のヲタク落語会Vol.4(前)
～楽器カフェすずらん亭 11:00
ゲスト：関智一
11:30
テレビショッピング
匠-TAKUMI- #26

12:00

テレビショッピング

12:30

氣になるふたり会 #18～
楽器カフェすずらん亭：
春風亭朝也、笑福亭べ
瓶 朝也「片棒」「新聞記
橘ノ圓満 『橘ノ圓満独
演会 深川de圓満会』～
上野の老舗日本料理屋
の若旦那から３８歳で落
立川談修「身投げ屋」「
応挙の幽霊」～立川談
修独演会 談修インザダ
ーク Vol.５《夢 寄席》
E～落語[エレクトーン×
落語] Vol.1 出演：ちょ
ちょら組より、橘家文吾・
三遊亭ぽん太・立川かし
17:20～昔昔亭桃太郎「
春雨宿」「ぜんざい公社」
～池袋演芸場12月中席
より《粋 らくご》
柳家権太楼「芝浜」～三
越落語会特別企画 三
越師走寄席《粋 らくご》

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

柳家小きん「鼠穴」「夢 19:00
金」～『小きんの落語道
場』～11代続く落語の大 19:30
名跡を担う名人芸～《粋
20:00
らくご》
桂三若「落語の図書館」 20:30
Vol.9(後)～楽器カフェす
柳家権太楼「芝浜」～三 21:00
越落語会特別企画 三
越師走寄席《粋 らくご》
21:30

柳家小里ん「お見立て」「 22:00
お直し」～柳家小里ん独
演会より《粋 らくご》
22:30

三笑亭茶楽「品川心中」 23:00
「寝床」～思い切り笑わ
せ、やがてほろりとさせ
23:30
る。優雅な身のこなしと
端正な語り口の名人芸。
《粋 らくご》
24:00
昔昔亭桃太郎「お見合 24:30
い中」～桃之助真打昇
進披露親子会より《夢
鯉斗に訊け！！#2～楽 25:00
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗「荒茶」 ゲスト：
25:30
春風亭一左
柳家権太楼「不動坊」～ 26:00
第606回三越落語会より
《粋 らくご》
26:30

嗚呼、成金の壁 #2～楽 27:00
器カフェすずらん亭 ◇
柳亭小痴楽、桂宮治
27:30

11月30日

月
4:00 三遊亭遊雀「堪忍袋」「

真田小僧」 ～テンポよく
4:30 たたみかける語り口。脂
が乗り切った爆笑必至
5:00 橘家文蔵「試し酒」「雑俳
」～独演会 文蔵プレミア
5:30 ム《粋 らくご》
6:00 三遊亭歌太郎「寝床」～

歌太郎ひとり会『春 乾坤

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

6:30 一擲』《夢 寄席》

6:30

7:00 匠-TAKUMI- #27

7:00

7:30 テレビショッピング

7:30

8:00 春風亭柳好「崇徳院」「

8:00

三井の大黒」～談志も認

8:30 めた先々代、テレビで活

8:30

躍の先代を継ぐ五代目
9:00 テレビショッピング

9:00

9:30 匠-TAKUMI- #28

9:30

10:00 三遊亭圓輔「長短」「辰

巳の辻占」 ～８９歳にし
10:30 てバリバリ現役の圧倒
的なパワー！高齢者教
11:00 柳家花緑「つる」／台所
おさん「松曳き」～柳家
11:30 花緑一門会より《粋 らく
ご》
12:00 氣になるふたり会 #1～
楽器カフェすずらん亭：
12:30 春風亭朝也「元犬」笑福
亭べ瓶「時うどん」
13:00 露の紫「手向け茶屋」「
中村仲蔵」～人気ＭＣが
13:30 落語に魅せられて転
身！今治・大阪・東京～
14:00 テレビショッピング
14:30 柳家権太楼「猫の災難」

～柳家権太楼独演会よ
15:00 15:15～テレビショッピン
グ
15:30 15:45～CSもえよせ 春
風亭吉好のヲタク落語
16:00 会Vol.4(後)～楽器カフェ
すずらん亭 ゲスト：関智
16:30 16:45～テレビショッピン
グ
17:00 17:15～隅田川馬石「安
兵衛狐」「鰍沢」～フラン
17:30 ボヤン寄席より《夢 寄
席》

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

18:00

18:30 テレビショッピング

18:30

19:00 三笑亭茶楽「品川心中」

19:00

「寝床」～思い切り笑わ
19:30 せ、やがてほろりとさせ
る。優雅な身のこなしと
20:00 端正な語り口の名人芸。
《粋 らくご》
20:30 テレビショッピング
21:00 三遊亭楽之介 「紙入れ」
21:30

「心眼」～三遊亭楽之介
の会より《粋 らくご》

22:00 春風亭柳太郎「夢の続
22:30

き」～柳太郎の会《粋
らくご》

23:00 嗚呼、成金の壁 #1～楽
23:30

器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、桂宮治

24:00 立川龍志「藪入り」「酢豆

19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00

腐」《粋 らくご》
24:30

24:30

25:00 25:15～鯉斗に訊け！！

25:00

#3～楽器カフェすずらん
亭◇瀧川鯉斗 ゲスト：
25:30
瀧川鯉津

25:30

26:00 26:15～柳家さん喬「寝

26:00

26:30

床」～三越落語会より《
粋 らくご》

26:30

27:00 CSもえよせ 春風亭吉好

27:00

のヲタク落語会Vol.3(前)
～楽器カフェすずらん亭
27:30
ゲスト：山口勝平

27:30

