1月1日
金

1月2日
土

7:30

情報番組

ぴろき独演会～松本人
志が嫉妬した才能にま
すますみがきをかけ
て！こんな時代だからこ
5:15～柳家ほたる「井戸
の茶碗」～祝！真打昇
進！師匠・権太楼似の
天真爛漫な笑顔がお客
鯉斗五十番勝負#6～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭
一左
桂文雀「四段目」～桂文
雀独演会《夢 寄席》
情報番組

隅田川馬石「鰍沢」～フ 4:00
ランボヤン寄席より《夢
4:30
寄席》

7:00

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
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
鯉斗五十番勝負#5～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭
一左
匠-TAKUMI- #30

8:00

9:00

三遊亭丈助(たん丈 改
メ)「出来心」「老人前座じ
じ太郎」～42歳で新作の
神様・圓丈に弟子入り。
情報番組

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
情報番組

三遊亭楽大「紙入れ」「 8:00
粗忽の釘」真打昇進披
露特別高座～大ファン 8:30
の伊集院光の落語家時
9:00
情報番組

9:30

匠-TAKUMI- #31

匠-TAKUMI- #33

匠-TAKUMI- #20

ぴろき独演会～松本人
志が嫉妬した才能にま
すますみがきをかけ
て！こんな時代だからこ
11:15～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
12:15～三遊亭圓馬「短
命」～弟子のママさん落
12:45～三遊亭圓遊「宿
屋仇」「三軒長屋」 ～丸
メガネと際どいシャレで『
底ぬけ脱線ゲーム』など
お茶の間の人気者に！
芸歴五十五年をこえた
情報番組

隅田川馬石「鰍沢」～フ 嗚呼、成金の壁 #3～楽 10:00
ランボヤン寄席より《夢 器カフェすずらん亭◇瀧
10:30
寄席》
川鯉八、春風亭昇々

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

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

1月3日
日

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
鯉斗五十番勝負#7～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：三遊亭
小笑
三遊亭圓王「湯屋番」～
圓王一門会より《粋 らく
情報番組

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

9:30

柳家さん喬「芝浜」小志
ん「千早振る」～祝 柳家
小志ん真打昇進記念 柳
家さん喬 独演会 唯一
無二、至高の話芸！現
代落語の最高峰！愛弟
三遊亭楽大「紙入れ」真
打昇進披露特別高座～
桂雀太(落語)「天災」、菊
地まどか(浪曲)「命のら
せん階段」、旭堂南龍
(講談)「赤穂義士伝 三
村の薪割」～上方の落
語、浪曲、講談各界の気
春風亭一左「そば清」「 鋭が一度に楽しめる！
粗忽の釘」～言葉のひと 各賞を受賞し勢いに乗
つひとつを大切に。師匠 情報番組
・一朝直伝の江戸前落
15:45～情報番組
匠-TAKUMI- #34

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
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
嗚呼、成金の壁 #5～楽
器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽「磯の鮑」、春
風亭昇々「部長の娘」
情報番組

11:00

匠-TAKUMI- #21

15:30

16:15～桂よね吉、茂山 桂佐ん吉「堪忍袋」「愛
千五郎、茂山茂 落言「 宕山」《夢 寄席》
太郎冠者伝説」～笑えな
い会Legacy《夢 寄席》
情報番組
情報番組

桂三木助「小間物屋政 16:00
談」～五代目三木助 三
五歳記念独演会～先々 16:30
代の祖父、先代の叔父
17:00
情報番組

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

玉屋柳勢「大工調べ(上) 三遊亭遊史郎「紙入れ」 玉屋柳勢「ねずみ」～柳 17:30
」～柳亭市馬の一番弟 ～青山学院大学落語研 亭市馬の一番弟子がつ
18:00
情報番組
情報番組
情報番組
昔昔亭桃之助「辰巳の
辻占」「船徳」～東京下
町育ちで幼少の頃から
落語が身近に。漫才師
★笑わせnight！★ #87
～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
情報番組

18:30

昔昔亭桃太郎「やかん」
「夜店風景」～比類なき
おもしろさ！誰にも似て
いない芸風とブラックユ
ーモアでファンをとりこ
に！弟子のA太郎もほ
三遊亭丈助(たん丈
改
メ)「出来心」「老人前座じ
じ太郎」～42歳で新作の
歌太郎改メ 三遊亭志う
神様・圓丈に弟子入り。
歌「文七元結」 真打昇
悲願の還暦前真打昇進
進披露特別公演 ～
を実現！《鮮 あざやか
古今亭菊太楼「替わり目
NHK新人落語大賞受賞
」「文七元結」～惚れぬ
の大器がついに真打
いて弟子入りした師匠の
に！GINZA SIXで華麗に
桂雀太(落語)「天災」、菊
もとで修業中に師匠が
地まどか(浪曲)「命のら
他界…。名人・二代目古
せん階段」、旭堂南龍
今亭圓菊の遺伝子を受
(講談)「赤穂義士伝 三
け継ぐことを誓った愛弟
村の薪割」～上方の落
子の晴れ舞台！『古今
語、浪曲、講談各界の気
玉屋柳勢「大工調べ(上)
鋭が一度に楽しめる！
」～柳亭市馬の一番弟
各賞を受賞し勢いに乗
子がついに真打昇進！
神田鯉栄「鉄砲のお熊
桂三若「落語の図書館」
る３人の、異なる流儀と
(三遊亭白鳥・作)」「雲居
Vol.3(前)～楽器カフェす
面白さの競演！『話芸の
三きょうだい
神戸公演 禅師 血染めの木履」～ ずらん亭◇桂三若「天災
三遊亭遊史郎「お見立
人間国宝・神田松鯉の 」
て」～青山学院大学落 弟子にして伯山の姉弟
語研究会から小遊三の 子。長年の修行の末鍛
桂三木助「小間物屋政
桂よね吉、茂山千五郎、
談」～五代目三木助 三 え上げた、ドスの効いた 茂山茂 落言「太郎冠者
五歳記念独演会～先々 修羅場読み！《夢 寄席 伝説」～笑えない会
代の祖父、先代の叔父 三遊亭遊史郎「お見立 Legacy《夢 寄席》
に誓う名跡復活！亡き て」～青山学院大学落
語研究会から小遊三の
談志も認めた才能が今
嗚呼、成金の壁
#25～ 嗚呼、成金の壁 #26～ 嗚呼、成金の壁 #27～
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、瀧川鯉八 柳亭小痴楽、瀧川鯉八 柳亭小痴楽、瀧川鯉八

21:00

神田松鯉「天保六花撰
玉子の強請」「源平盛衰
記より 扇の的」～あの
松之丞がほれた師匠が
鯉斗五十番勝負#7～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：三遊亭
小笑
情報番組

林家彦いち「ちりとてち
ん」～昇太、喬太郎、白
鳥とSWA(創作話芸アソ
シエーション)を結成した
鯉斗五十番勝負#8～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：三遊亭
小笑
情報番組

ロケット団『結成20周年
記念大定例集会其の
100』～ナイツらと並ぶ漫
才協会四天王コンビが
結成20周年の集大成ラ
イブを大ホールで開
催！《夢 寄席》

雷門助六「こり相撲」～
古希を過ぎてますます
冴えわたる名人芸。よく
鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀
池」～鶴瓶が名付け親
の会が今年も開催！元
役者の落語会、第11回「
ごらく亭」の夏休み～役
者たちによる落語とお座
敷芝居や演芸の会！コ
ロナにめげずに笑っちゃ
おう！《夢 寄席》

19:00
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

1月4日
月

1月5日
火

4:00 扇辰・喬太郎の会▽入

春風亭柳橋 「堀の内」「
船亭扇辰「三方一両損」 妾馬」～春風亭柳橋の
会より《粋 らくご》
粋 らくご》
三遊亭楽市「明烏」、三 三遊亭右左喜「思い出」
遊亭栄豊満「牛ほめ」～ 「銀婚旅行」～まったりフ
円楽一門会の気鋭噺家 ワフワ～誰にも真似でき
の高座をじっくり堪能！《 ない可愛い高座～《粋
鯉斗五十番勝負#9～楽 鯉斗五十番勝負#10～
器カフェすずらん亭◇瀧 楽器カフェすずらん亭◇
川鯉斗「転失気」、ゲス 瀧川鯉斗「紺屋高尾」
ト：柳亭市弥「転宅」
ゲスト：柳亭市弥
匠-TAKUMI- #25
匠-TAKUMI- #27

4:30 柳家喬太郎「縁切榎」《
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00

7:30 情報番組

情報番組

8:00 六代目柳家小さん「甚五 東生亭世楽「三人旅」「

1月6日
水

1月7日
木

1月8日
金

林家時蔵「隣の男」「突 立川談慶「ちりとてちん」 東生亭世楽「三人旅」「
き落とし」～林家時蔵独 「抜け雀」～国立演芸場 十徳」～あの勝新太郎
演会《粋 らくご》
独演会より《粋 らくご》 の弟子から異色の転
身！豪放磊落な“勝新イ
橘ノ圓満「蒟蒻問答」「に 橘家圓太郎「甲府い(こう 瀧川鯉昇「質屋庫（しち
ゅう」～日本橋で圓満会 ふぃ）」～池袋演芸場３ やぐら）」～瀧川鯉昇独
《粋 らくご》
月上席より《粋 らくご》 演会より《粋 らくご》

1月9日
土

1月10日
日

春風亭勢朝「井戸の茶
碗」「紺屋高尾」～高度
勢朝の会《粋 らくご》

立川龍志「酢豆腐」《粋
らくご》
橘家竹蔵「天災」「こんに
ゃく問答」～第55回橘家
竹蔵独演会～笑って永
生き～《粋 らくご》
★笑わせnight！★ #97
～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
宝井琴調「大岡政談より
人情匙加減」～独演会『
情報番組

4:00
4:30
5:00

鯉斗五十番勝負#11～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
緑君
匠-TAKUMI- #29

鯉斗五十番勝負#12～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
緑君
匠-TAKUMI- #31

★笑わせnight！★ #95
～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- #34

情報番組

情報番組

情報番組

三遊亭遊雀 「熊の皮～
野ざらし」～遊雀ひとり
会at湯島天神《粋 らくご
》
★笑わせnight！★ #96
～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
三遊亭遊史郎「お見立
て」～青山学院大学落
情報番組

春風亭勢朝「井戸の茶
碗」「紺屋高尾」～高度
勢朝の会《粋 らくご》

立川龍志「酢豆腐」《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》
情報番組

春風亭柳橋 「堀の内」「 8:00
妾馬」～春風亭柳橋の
8:30
会より《粋 らくご》
情報番組

9:00

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

9:00 情報番組

身！豪放磊落な“勝新イ
情報番組
情報番組

情報番組

六代目柳家小さん「甚五
郎・艶とねずみ」～小さ
んひとり千一夜《粋 らく
ご》
情報番組

9:30 匠-TAKUMI- #26

匠-TAKUMI- #28

匠-TAKUMI- #33

匠-TAKUMI- #20

匠-TAKUMI- #21

匠-TAKUMI- #23

9:30

三遊亭遊雀 「熊の皮～
野ざらし」～遊雀ひとり
会at湯島天神《粋 らくご
》
六代目柳家小さん「甚五
郎・艶とねずみ」～小さ
んひとり千一夜《粋 らく
ご》
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.9(後)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：松本 梨香
宮田陽・昇 独演会 第
八十八回東京大神宮寄
席《夢 寄席》

橘家竹蔵「天災」「こんに
ゃく問答」～第55回橘家
竹蔵独演会～笑って永
生き～《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》
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.10
(後)～楽器カフェすずら
ん亭 ゲスト：日高のり子
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
情報番組

瀧川鯉橋「粗忽の釘～
蔵前駕籠」～こいのつな
わたり其ノ十三《粋 らく
ご》
春風亭柳橋 「堀の内」「
妾馬」～春風亭柳橋の
会より《粋 らくご》

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」
林家時蔵「隣の男」「突
き落とし」～林家時蔵独
演会《粋 らくご》

10:00

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)」
雷門助六「こり相撲」～
古希を過ぎてますます
神田鯉栄「鉄砲のお熊
(三遊亭白鳥・作)」「雲居
禅師 血染めの木履」～
人間国宝・神田松鯉の
三遊亭藍馬「猿後家」「 三笑亭小夢「看板のピン 古今亭志ん五「警察２３ 浪曲：真山隼人「名刀稲 弟子にして伯山の姉弟
王子の狐」 真打昇進披 」「表札」～あの小泉進 時ごろ」「子別れ」～道楽 荷丸」/東家三楽「木村 子。長年の修行の末鍛
露興行～元大相撲力士 次郎も応援！横須賀初 亭出張寄席 古今亭志ん の海」～第３０回日本浪 情報番組
と結婚し２児のママに。 の真打、出版社勤務か 五《夢 寄席》
曲協会大演芸まつり《夢
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
匠-TAKUMI- #22

昔昔亭桃太郎「やかん」
「夜店風景」～比類なき
おもしろさ！誰にも似て
いない芸風とブラックユ
立川吉幸「真田小僧」「
子別れ」 真打昇進披露
興行～紆余曲折を乗り
越え入門22年目でめで
嗚呼、成金の壁 #31～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽「欠伸指南」
、瀧川鯉八
情報番組

12:00

匠-TAKUMI- #24

15:30

郎・艶とねずみ」～小さ

十徳」～あの勝新太郎

8:30 んひとり千一夜《粋 らく の弟子から異色の転

ご》

匠-TAKUMI- #30

10:00 橘ノ圓満「蒟蒻問答」「に 橘家圓太郎「甲府い(こう 瀧川鯉昇「質屋庫（しち

ゅう」～日本橋で圓満会 ふぃ）」～池袋演芸場３
10:30 《粋 らくご》
月上席より《粋 らくご》

やぐら）」～瀧川鯉昇独
演会より《粋 らくご》

11:00 東生亭世楽「三人旅」「

立川龍志「酢豆腐」《粋
らくご》

十徳」～あの勝新太郎
11:30 の弟子から異色の転

春風亭勢朝「井戸の茶
碗」「紺屋高尾」～高度
勢朝の会《粋 らくご》

身！豪放磊落な“勝新イ
12:00 嗚呼、成金の壁 #9～楽 嗚呼、成金の壁 #10～ CSもえよせ 春風亭吉好
器カフェすずらん亭◇瀧 楽器カフェすずらん亭◇ のヲタク落語会Vol.9(前)
12:30 川鯉八、桂宮治
瀧川鯉八、桂宮治
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：松本 梨香
13:00 浪曲：真山隼人「名刀稲 柳亭こみち「四段目」「鰍 昔々亭慎太郎「幽霊不
荷丸」/東家三楽「木村 沢」～こしら・こみち二人 動産」「壺算」～女子大
13:30 の海」～第３０回日本浪 会《夢 寄席》
生百人が選んだ“イケメ
曲協会大演芸まつり《夢
ン”落語家グランプリで
14:00 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
14:30 三遊亭わん丈「来場御

礼」「子ほめのイヤホン
15:00 ガイド」～新作の神様・
円丈がすべてを託す愛
15:30 情報番組
16:00 嗚呼、成金の壁 #32～

楽器カフェすずらん亭◇
16:30 柳亭小痴楽、瀧川鯉八「
暴れ牛奇譚」
17:00 情報番組

★笑わせnight！★ #91
～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
情報番組

★笑わせnight！★ #92
～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
情報番組

★笑わせnight！★ #93
～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
情報番組

桂夏丸「いが栗」「懐かし 桂三若「怒りのパワー」 ★笑わせnight！★ #94
真打昇進披露特別高座 灯」～桂文雀独演会《夢 のＣＭ」～寿真打昇進披 ～花のお江戸で十八番 ～楽器カフェすずらん亭
寄席》
露興行より《夢 寄席》 勝負６《夢 寄席》
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
18:30 古今亭菊太楼「替わり目 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
」「文七元結」～惚れぬ
19:00 いて弟子入りした師匠の 三遊亭楽大「粗忽の釘」 浪曲：真山隼人「名刀稲 雷門小助六「紋三郎稲 桂文雀「四段目」「首提
もとで修業中に師匠が 真打昇進披露特別高座 荷丸」/東家三楽「木村 荷」／雷門音助「小言幸 灯」～桂文雀独演会《夢
19:30 他界…。名人・二代目古 講談 神田春陽「国定忠 の海」～第３０回日本浪 兵衛」～雷門小助六・音 寄席》
今亭圓菊の遺伝子を受 治 三木文蔵の義侠 忠 曲協会大演芸まつり《夢 助～第6回スケスケ兄弟
20:00 三遊亭楽大「紙入れ」真 治の娘」/玉田玉秀斎「 玉屋柳勢「大工調べ(上) 玉屋柳勢「ねずみ」～柳 三遊亭圓馬「短命」～弟
打昇進披露特別高座～ 坂本龍馬とお龍」《夢
」～柳亭市馬の一番弟 亭市馬の一番弟子がつ 子のママさん落語家・藍
20:30 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
18:00 情報番組

瀧川鯉橋「粗忽の釘～ 柳亭こみち「四段目」「鰍 春風亭伝枝「短命」「紺
杜夫と旬な若手たち～ 蔵前駕籠」～こいのつな 沢」～こしら・こみち二人 屋高尾」～若手真打の
風間杜夫、笑福亭べ瓶、 わたり其ノ十三《粋 らく 会《夢 寄席》
人気ユニット「ヨセゲー」
21:30
三遊亭とむ、三遊亭鳳 ご》
、落語家のハワイアンバ
月 「蒲田行進曲」「スチ
ンド「アロハマンダラーズ
22:00 ュワーデス物語」の名優 扇辰・喬太郎の会▽入 昔昔亭桃太郎「やかん」 」メンバー！プロレスのリ
と今ノリにノッテいる新鮮 船亭扇辰「三方一両損」 「夜店風景」～比類なき ングアナウンサーもつと
落語家たちの競演！意 柳家喬太郎「縁切榎」《 おもしろさ！誰にも似て めるなど多彩に活躍中
22:30 外な化学反応が生み出
粋 らくご》
いない芸風とブラックユ 三遊亭丈助「老人前座じ
じ太郎」～42歳で新作の
す予測不能のステー
ーモアでファンをとりこ
に！弟子のA太郎もほ 神様・圓丈に弟子入り。
23:00 ジ！《夢 寄席》
昔昔亭桃太郎「やかん」 鯉斗に訊け！！#6～楽
桂三若「落語の図書館」
「夜店風景」～比類なき 器カフェすずらん亭◇瀧 Vol.4(前)～楽器カフェす
おもしろさ！誰にも似て 川鯉斗 ゲスト：春風亭 ずらん亭◇桂三若「秘伝
23:30
いない芸風とブラックユ 昇吾
書」
ーモアでファンをとりこ
に！弟子のA太郎もほ 瀧川鯉橋「粗忽の釘～ 瀧川鯉昇「質屋庫（しち
24:00 橘家圓太郎「甲府い(こう 桂雀太(落語)「天災」、菊
ふぃ）」～池袋演芸場３ 地まどか(浪曲)「命のら 蔵前駕籠」～こいのつな やぐら）」～瀧川鯉昇独
月上席より《粋 らくご》 せん階段」、旭堂南龍
わたり其ノ十三《粋 らく 演会より《粋 らくご》
24:30
(講談)「赤穂義士伝 三 ご》
村の薪割」～上方の落
25:00 ★笑わせnight！★ #97 語、浪曲、講談各界の気 ★笑わせnight！★ #98 嗚呼、成金の壁 #7～楽
～楽器カフェすずらん亭 鋭が一度に楽しめる！ ～楽器カフェすずらん亭 器カフェすずらん亭◇柳
◇すいたんすいこう、八 各賞を受賞し勢いに乗 ◇すいたんすいこう、八 亭小痴楽、春風亭昇々
25:30
福☆みずほ、おせつとき る３人の、異なる流儀と 福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト:カントリー 面白さの競演！『話芸の ょうた ゲスト:カントリー
神戸公演 ズ、あいあいパーティー
26:00 ズ、あいあいパーティー
講談 神田春陽「国定忠 三きょうだい
雷門小助六「紋三郎稲
桂文雀「四段目」「首提 桂夏丸「いが栗」「懐かし
治 三木文蔵の義侠 忠 荷」／雷門音助「小言幸 灯」～桂文雀独演会《夢 のＣＭ」～寿真打昇進披
治の娘」/玉田玉秀斎「 兵衛」～雷門小助六・音 寄席》
露興行より《夢 寄席》
26:30
坂本龍馬とお龍」《夢
助～第6回スケスケ兄弟
寄席》
会《夢 寄席》
27:00 嗚呼、成金の壁 #29～ 嗚呼、成金の壁 #30～ 嗚呼、成金の壁 #31～ 嗚呼、成金の壁 #32～
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◇
春風亭昇々 ゲスト：昔 春風亭昇々 ゲスト：昔 柳亭小痴楽「欠伸指南」 柳亭小痴楽、瀧川鯉八「
27:30
昔亭Ａ太郎、春風亭柳 昔亭Ａ太郎、春風亭柳 、瀧川鯉八
暴れ牛奇譚」
若
若

11:00
11:30

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

柳亭こみち「四段目」「鰍 講談 田辺銀冶「源平盛 講談 神田春陽「国定忠 16:00
沢」～こしら・こみち二人 衰記 五条橋」/神田すず 治 三木文蔵の義侠 忠
会《夢 寄席》
「新門辰五郎 おぬいの 治の娘」/玉田玉秀斎「 16:30
義侠」《夢 寄席》
坂本龍馬とお龍」《夢
17:00
情報番組
情報番組
情報番組

17:30 三遊亭楽大「粗忽の釘」 桂文雀「四段目」「首提

21:00 青山らくごVol.3～風間

10:30

桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.4(前)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：桂
笹丸
情報番組

桂竹千代「竹千代学習 17:30
会」Vol.4(後)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：桂 18:00
笹丸
18:30
情報番組

桂夏丸「いが栗」「懐かし 鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀
のＣＭ」～寿真打昇進披 池」～鶴瓶が名付け親
露興行より《夢 寄席》 桂三若「怒りのパワー」
～花のお江戸で十八番
三遊亭遊史郎「紙入れ」 勝負６《夢 寄席》
～青山学院大学落語研
情報番組
情報番組

橘家圓太郎「甲府い(こう 昔昔亭Ａ太郎「芝浜」「表 神田京子「鉢の木」～女
ふぃ）」～池袋演芸場３ と裏」～整った顔立ちと 流講談師を多く育てた名
月上席より《粋 らくご》 甘い声で、ファンを惹き 人・二代目神田山陽最
つけてやまないイケメン 桂米助「新聞記事」～『
落語家！大人気ユニット 突撃!隣の昼ごはん』、大
人気ドラマ『陸王』でお馴
「成金」の人気者がつい
立川談慶「ちりとてちん」 嗚呼、成金の壁
#13～ 桂雀太(落語)「天災」、菊
「抜け雀」～国立演芸場 楽器カフェすずらん亭◇ 地まどか(浪曲)「命のら
独演会より《粋 らくご》 瀧川鯉八、昔昔亭Ａ太 せん階段」、旭堂南龍
郎、春風亭柳若
(講談)「赤穂義士伝 三
村の薪割」～上方の落
雷門助六「こり相撲」～ 嗚呼、成金の壁 #14～ 語、浪曲、講談各界の気
古希を過ぎてますます 楽器カフェすずらん亭◇ 鋭が一度に楽しめる！
冴えわたる名人芸。よく 瀧川鯉八、昔昔亭Ａ太 各賞を受賞し勢いに乗
三遊亭圓馬「青菜」～弟 郎、春風亭柳若
る３人の、異なる流儀と
子のママさん落語家・藍
面白さの競演！『話芸の
馬の真打昇進の喜びを
神戸公演
雷門助六「長短」「春雨 昔昔亭桃太郎「やかん」 三きょうだい
講談：神田陽子「四谷怪
宿」～池袋演芸場９月上 「夜店風景」～比類なき 談 お岩誕生／伊藤喜
席より《粋 らくご》
おもしろさ！誰にも似て 兵衛の最期」 池袋演芸
いない芸風とブラックユ 場8月中席～芸歴40年
ーモアでファンをとりこ
を越え、日本講談協会
に！弟子のA太郎もほ 嗚呼、成金の壁
会長も務めた女流講談
嗚呼、成金の壁 #8～楽 桂雀太(落語)「天災」、菊
#9～楽
器カフェすずらん亭◇柳 地まどか(浪曲)「命のら 器カフェすずらん亭◇瀧
亭小痴楽、春風亭昇々 せん階段」、旭堂南龍
川鯉八、桂宮治
(講談)「赤穂義士伝 三
村の薪割」～上方の落
桂三若「怒りのパワー」 語、浪曲、講談各界の気 橘家竹蔵「天災」「こんに
～花のお江戸で十八番 鋭が一度に楽しめる！ ゃく問答」～第55回橘家
各賞を受賞し勢いに乗 竹蔵独演会～笑って永
勝負６《夢 寄席》
る３人の、異なる流儀と 生き～《粋 らくご》
面白さの競演！『話芸の
三きょうだい 神戸公演
★笑わせnight！★ #91 ★笑わせnight！★
#92 ★笑わせnight！★ #93
～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：イタリアン
、いい塩梅

～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：イタリアン
、いい塩梅

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

～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：ひよしな
かよし、コンパス

1月11日
月

1月12日
火

4:00 柳家小せん「夜鷹の野

東生亭世楽「三人旅」「
ざらし」/「三方一両損」《 十徳」～あの勝新太郎
の弟子から異色の転
身！豪放磊落な“勝新イ
瀧川鯉橋「粗忽の釘～ 三遊亭楽市「明烏」、三
蔵前駕籠」～こいのつな 遊亭栄豊満「牛ほめ」～
わたり其ノ十三《粋 らく 円楽一門会の気鋭噺家
ご》
の高座をじっくり堪能！《
★笑わせnight！★ #98 嗚呼、成金の壁 #7～楽
～楽器カフェすずらん亭 器カフェすずらん亭◇柳
◇すいたんすいこう、八 亭小痴楽、春風亭昇々
福☆みずほ、おせつとき
匠-TAKUMI- #25
匠-TAKUMI- #27

4:30 粋 らくご》
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00

7:30 情報番組

情報番組

1月13日
水

1月14日
木

1月15日
金

1月16日
土
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》
三遊亭楽市「明烏」、三
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！《
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.9(前)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：松本 梨香
桂枝太郎「ユキヤナギ」
～浅草演芸ホール12月
情報番組

林家時蔵「隣の男」「突 4:00
き落とし」～林家時蔵独
4:30
演会《粋 らくご》

春風亭勢朝「井戸の茶
碗」「紺屋高尾」～高度
勢朝の会《粋 らくご》

立川龍志「酢豆腐」《粋
らくご》

三遊亭右左喜「思い出」
「銀婚旅行」～まったりフ
ワフワ～誰にも真似でき
ない可愛い高座～《粋
嗚呼、成金の壁 #8～楽
器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、春風亭昇々

橘ノ圓満「蒟蒻問答」「に
ゅう」～日本橋で圓満会
《粋 らくご》
嗚呼、成金の壁 #9～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉八、桂宮治

六代目柳家小さん「甚五
郎・艶とねずみ」～小さ
んひとり千一夜《粋 らく
ご》
瀧川鯉橋「粗忽の釘～
蔵前駕籠」～こいのつな
わたり其ノ十三《粋 らく
ご》
嗚呼、成金の壁 #10～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉八、桂宮治

匠-TAKUMI- #29

匠-TAKUMI- #31

匠-TAKUMI- #34

情報番組

情報番組

情報番組

8:00 立川談慶「ちりとてちん」 六代目柳家小さん「甚五 春風亭柳橋 「堀の内」「 柳家小せん「夜鷹の野

1月17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
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.9(後)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：松本 梨香
三遊亭楽大「粗忽の釘」
真打昇進披露特別高座
情報番組

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

「抜け雀」～国立演芸場 郎・艶とねずみ」～小さ 妾馬」～春風亭柳橋の
んひとり千一夜《粋 らく 会より《粋 らくご》
ご》
9:00 情報番組
情報番組
情報番組

東生亭世楽「三人旅」「
ざらし」/「三方一両損」《 十徳」～あの勝新太郎
粋 らくご》
の弟子から異色の転
身！豪放磊落な“勝新イ
情報番組
情報番組

春風亭勢朝「井戸の茶
碗」「紺屋高尾」～高度
勢朝の会《粋 らくご》

立川談慶「ちりとてちん」 8:00
「抜け雀」～国立演芸場
独演会より《粋 らくご》 8:30

情報番組

情報番組

9:00

9:30 匠-TAKUMI- #26

匠-TAKUMI- #33

匠-TAKUMI- #20

匠-TAKUMI- #21

匠-TAKUMI- #23

9:30

三遊亭右左喜「思い出」
「銀婚旅行」～まったりフ
ワフワ～誰にも真似でき
ない可愛い高座～《粋
春風亭柳橋 「堀の内」「
妾馬」～春風亭柳橋の
会より《粋 らくご》

橘ノ圓満「蒟蒻問答」「に 嗚呼、成金の壁 #32～
ゅう」～日本橋で圓満会 楽器カフェすずらん亭◇
《粋 らくご》
柳亭小痴楽、瀧川鯉八「
暴れ牛奇譚」
春風亭柳橋 「堀の内」「 柳家小せん「夜鷹の野
妾馬」～春風亭柳橋の ざらし」/「三方一両損」《
会より《粋 らくご》
粋 らくご》

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
古今亭志ん吉「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
情報番組

嗚呼、成金の壁 #31～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽「欠伸指南」
、瀧川鯉八
昔昔亭Ａ太郎「芝浜」「表
と裏」～整った顔立ちと
甘い声で、ファンを惹き
つけてやまないイケメン
昔々亭慎太郎「幽霊不
動産」「壺算」～女子大
14:30 雷門小助六「紋三郎稲 桂文雀「四段目」「首提 桂夏丸「いが栗」「懐かし 桂三若「怒りのパワー」 昔々亭慎太郎「幽霊不 生百人が選んだ“イケメ
荷」／雷門音助「小言幸 灯」～桂文雀独演会《夢 のＣＭ」～寿真打昇進披 ～花のお江戸で十八番 動産」「壺算」～女子大 ン”落語家グランプリで
15:00 兵衛」～雷門小助六・音 寄席》
露興行より《夢 寄席》 勝負６《夢 寄席》
生百人が選んだ“イケメ 情報番組
助～第6回スケスケ兄弟
ン”落語家グランプリで
15:30 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
匠-TAKUMI- #22

三遊亭鬼丸『独演会 内
幸町タロ人会』～ＤＪ、コ
ラムニストとしても活躍
する人気噺家が、令和
元年度 彩の国落語大賞
受賞の喜びを名人会な
桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.4(前)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：桂
笹丸
三遊亭楽大「紙入れ」真
打昇進披露特別高座～
情報番組

12:00

匠-TAKUMI- #24

15:30

16:00 鯉斗に訊け！！#5～楽 鯉斗に訊け！！#6～楽 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」 宮田陽・昇 独演会 第

瀧川鯉橋「粗忽の釘～ 16:00
蔵前駕籠」～こいのつな
わたり其ノ十三《粋 らく 16:30
ご》
17:00
情報番組

8:30 独演会より《粋 らくご》

匠-TAKUMI- #28

匠-TAKUMI- #30

10:00 三遊亭右左喜「思い出」 橘ノ圓満「蒟蒻問答」「に 瀧川鯉橋「粗忽の釘～

三遊亭楽市「明烏」、三
「銀婚旅行」～まったりフ ゅう」～日本橋で圓満会 蔵前駕籠」～こいのつな 遊亭栄豊満「牛ほめ」～
10:30 ワフワ～誰にも真似でき 《粋 らくご》
わたり其ノ十三《粋 らく 円楽一門会の気鋭噺家
ない可愛い高座～《粋
ご》
の高座をじっくり堪能！《
11:00 六代目柳家小さん「甚五 扇辰・喬太郎の会▽入 林家時蔵「隣の男」「突 立川談慶「ちりとてちん」
郎・艶とねずみ」～小さ 船亭扇辰「三方一両損」 き落とし」～林家時蔵独 「抜け雀」～国立演芸場
11:30 んひとり千一夜《粋 らく 柳家喬太郎「縁切榎」《 演会《粋 らくご》
独演会より《粋 らくご》
ご》
粋 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 #29～
のヲタク落語会Vol.9(後) のヲタク落語会Vol.10
のヲタク落語会Vol.10
楽器カフェすずらん亭◇
12:30 ～楽器カフェすずらん亭 (前)～楽器カフェすずら (後)～楽器カフェすずら 春風亭昇々 ゲスト：昔
ゲスト：松本 梨香
ん亭 ゲスト：日高のり子 ん亭 ゲスト：日高のり子 昔亭Ａ太郎、春風亭柳
13:00 三遊亭わん丈「来場御 三遊亭藍馬「猿後家」「 三笑亭小夢「看板のピン 古今亭志ん五「警察２３
礼」「子ほめのイヤホン 王子の狐」 真打昇進披 」「表札」～あの小泉進 時ごろ」「子別れ」～道楽
13:30 ガイド」～新作の神様・ 露興行～元大相撲力士 次郎も応援！横須賀初 亭出張寄席 古今亭志ん
円丈がすべてを託す愛 と結婚し２児のママに。 の真打、出版社勤務か 五《夢 寄席》
14:00 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組

器カフェすずらん亭◇瀧
16:30 川鯉斗 ゲスト：春風亭
昇吾
17:00 情報番組

器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭
昇吾
情報番組

Vol.4(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「秘伝
書」
情報番組

橘家圓太郎「甲府い(こう
Vol.4(後)～楽器カフェす 八十八回東京大神宮寄 ふぃ）」～池袋演芸場３
ずらん亭◇桂三若「紙入 席《夢 寄席》
月上席より《粋 らくご》
れ」
情報番組
情報番組
情報番組

17:30 橘家竹蔵「天災」「こんに 橘家圓太郎「甲府い(こう 宝井琴星「義士外伝 梶

10:00
10:30
11:00
11:30

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

桂右女助「ねずみ」～名 桂文福「大相撲風景」～ 桂三若「落語の図書館」 鯉斗五十番勝負#9～楽
川与惣兵衛 掛け軸回し 跡・三升家を継ぐ唯一の 上方落語と河内音頭の Vol.5(後)～楽器カフェす 器カフェすずらん亭◇瀧
情報番組
情報番組
情報番組
ずらん亭◇桂三若「宿屋 川鯉斗「転失気」、ゲス
仇」
ト：柳亭市弥「転宅」
昔々亭慎太郎「幽霊不 橘家圓太郎「甲府い(こう 嗚呼、成金の壁 #29～ 情報番組
情報番組
動産」「壺算」～女子大 ふぃ）」～池袋演芸場３ 楽器カフェすずらん亭◇
19:00 春風亭柏枝「六尺棒」「 橘家竹蔵「天災」「こんに 生百人が選んだ“イケメ 月上席より《粋 らくご》 春風亭昇々 ゲスト：昔 桂竹丸「西郷隆盛」～池 鈴々舎八ゑ馬「青菜」「
引っ越しの夢」～竜馬に ゃく問答」～第55回橘家 ン”落語家グランプリで
昔亭Ａ太郎、春風亭柳 袋演芸場12月中席より《 南京屋政談」～独演会
19:30 憧れ北海道から上京し、 竹蔵独演会～笑って永 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 #30～ 瀧川鯉昇「質屋庫（しち 八ゑ馬祭り #えばフェス
のヲタク落語会Vol.10
のヲタク落語会Vol.10
楽器カフェすずらん亭◇ やぐら）」～瀧川鯉昇独 《夢 寄席》
七代目柳橋の芸に衝撃 生き～《粋 らくご》
20:00 三遊亭圓輔「辰巳の辻 宝井琴鶴「太閤記より
(前)～楽器カフェすずら (後)～楽器カフェすずら 春風亭昇々 ゲスト：昔 演会より《粋 らくご》
占」 ～８９歳にしてバリ 明智左馬之助 湖水乗っ ん亭 ゲスト：日高のり子 ん亭 ゲスト：日高のり子 昔亭Ａ太郎、春風亭柳
20:30 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組

17:30

21:00 三遊亭鬼丸『独演会 内

笑福亭鶴光「女給の文
～生徒の作文」「掛取り」
～大人気ラジオ番組『笑
福亭鶴光のオールナイト
ニッポン』を12年続けた
レジェンドが寄席チャン
ネル初登場！あの福山
雅治がしゃべりの師匠と
立川龍志「酢豆腐」《粋
らくご》

21:00

鯉斗五十番勝負#10～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗「紺屋高尾」
三遊亭鬼丸『独演会 内
ゲスト：柳亭市弥
幸町タロ人会』～ＤＪ、コ
ラムニストとしても活躍
三遊亭鬼丸『独演会 内 する人気噺家が、令和
幸町タロ人会』～ＤＪ、コ 元年度 彩の国落語大賞
ラムニストとしても活躍 受賞の喜びを名人会な
する人気噺家が、令和 らぬタロ人会ではじけさ
元年度 彩の国落語大賞 せる！《粋 らくご》
受賞の喜びを名人会な CSもえよせ 春風亭吉好
らぬタロ人会ではじけさ のヲタク落語会Vol.10
せる！《粋 らくご》
(後)～楽器カフェすずら
雷門助六「こり相撲」～ ん亭 ゲスト：日高のり子
古希を過ぎてますます
冴えわたる名人芸。よく
神田京子「鉢の木」～女 古今亭菊龍「鮑のし」／
流講談師を多く育てた名 古今亭菊生「干物箱」～
人・二代目神田山陽最 圓菊遺伝子の会《粋 ら
講談：神田陽子「四谷怪 くご》
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 27:15～桂三若「落語の
を越え、日本講談協会 図書館」Vol.4(後)～楽器
会長も務めた女流講談 カフェすずらん亭◇桂三
桂三若「落語の図書館」
若「紙入れ」
Vol.4(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「秘伝

23:00

ゃく問答」～第55回橘家 ふぃ）」～池袋演芸場３
月上席より《粋 らくご》
生き～《粋 らくご》
18:30 情報番組
情報番組
18:00 竹蔵独演会～笑って永

三遊亭右左喜「思い出」
幸町タロ人会』～ＤＪ、コ 「銀婚旅行」～まったりフ
ラムニストとしても活躍 ワフワ～誰にも真似でき
21:30
する人気噺家が、令和 ない可愛い高座～《粋
元年度 彩の国落語大賞 らくご》
22:00 受賞の喜びを名人会な 春風亭柳橋 「堀の内」「
らぬタロ人会ではじけさ 妾馬」～春風亭柳橋の
せる！《粋 らくご》
会より《粋 らくご》
22:30 宝井琴調「大岡政談より
人情匙加減」～独演会『
封印切の会』《夢 寄席》
23:00 鈴々舎八ゑ馬「青菜」「 神田京子「鉢の木」～女
南京屋政談」～独演会 流講談師を多く育てた名
八ゑ馬祭り #えばフェス 人・二代目神田山陽最
23:30
柳家さん喬「長短」～小
《夢 寄席》
志ん真打昇進記念 柳家
さん喬 独演会 唯一無
24:00
雷門助六「こり相撲」～
古希を過ぎてますます
冴えわたる名人芸。よく
24:30
宝井琴鶴「太閤記より
明智左馬之助 湖水乗っ
きり」～五代目宝井琴鶴
25:00 嗚呼、成金の壁 #10～ 昔昔亭桃之助「辰巳の
楽器カフェすずらん亭◇ 辻占」「船徳」～東京下
瀧川鯉八、桂宮治
町育ちで幼少の頃から
25:30
落語が身近に。漫才師
として活動するかたわら
26:00 橘家圓太郎「甲府い(こう 、様々な職を経て、30才
瀧川鯉橋「粗忽の釘～
ふぃ）」～池袋演芸場３ 蔵前駕籠」～こいのつな
月上席より《粋 らくご》 わたり其ノ十三《粋 らく
26:30
ご》
27:00 ★笑わせnight！★ #94 桂竹千代「竹千代学習

宮田陽・昇 独演会 第 古今亭菊太楼「替わり目 瀧川鯉昇「質屋庫（しち
八十八回東京大神宮寄 」「文七元結」～惚れぬ やぐら）」～瀧川鯉昇独
席《夢 寄席》
いて弟子入りした師匠の 演会より《粋 らくご》
もとで修業中に師匠が
他界…。名人・二代目古
神田京子「鉢の木」～女 今亭圓菊の遺伝子を受 柳家小せん「夜鷹の野
流講談師を多く育てた名 け継ぐことを誓った愛弟 ざらし」/「三方一両損」《
人・二代目神田山陽最 子の晴れ舞台！『古今 粋 らくご》
桂米助「新聞記事」～『 三遊亭圓馬「高砂や」～
突撃!隣の昼ごはん』、大 酔っぱらいを演じたらピ
人気ドラマ『陸王』でお馴 カイチ！チャーミングな
桂三若「落語の図書館」 鯉斗五十番勝負#9～楽 昔昔亭Ａ太郎「芝浜」「表
Vol.5(後)～楽器カフェす 器カフェすずらん亭◇瀧 と裏」～整った顔立ちと
ずらん亭◇桂三若「宿屋 川鯉斗「転失気」、ゲス 甘い声で、ファンを惹き
仇」
ト：柳亭市弥「転宅」
つけてやまないイケメン
落語家！大人気ユニット
「成金」の人気者がつい
三遊亭遊馬「品川心中 古今亭菊龍「鮑のし」／ 昔々亭慎太郎「幽霊不
(上・下)」「居残り佐平次 古今亭菊生「干物箱」～ 動産」「壺算」～女子大
」～三遊亭遊馬独演会《 圓菊遺伝子の会《粋 ら 生百人が選んだ“イケメ
粋 らくご》
くご》
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
25:15～CSもえよせ 春 CSもえよせ
春風亭吉好
風亭吉好のヲタク落語 のヲタク落語会Vol.10
会Vol.9(後)～楽器カフェ (前)～楽器カフェすずら
すずらん亭 ゲスト：松本 ん亭 ゲスト：日高のり子
梨香
瀧川鯉昇「質屋庫（しち 26:15～鈴々舎八ゑ馬「 三遊亭遊馬「品川心中
やぐら）」～瀧川鯉昇独 青菜」「南京屋政談」～ (上・下)」「居残り佐平次
演会より《粋 らくご》
独演会 八ゑ馬祭り #え 」～三遊亭遊馬独演会《
ばフェス《夢 寄席》
粋 らくご》

桂竹千代「竹千代学習
～楽器カフェすずらん亭 会」Vol.4(前)～楽器カフ 会」Vol.4(後)～楽器カフ
◇すいたんすいこう、八 ェすずらん亭 ゲスト：桂 ェすずらん亭 ゲスト：桂
27:30
福☆みずほ、おせつとき 笹丸
笹丸
ょうた ゲスト：ひよしな
かよし、コンパス

古今亭志ん輔『志ん輔
の会』～昭和の大名人・
志ん朝の志を継いで…。
師匠ゆずりのテンポのよ
さと流れるような語り口
で聴き手をぐいぐい引き
込む名人芸。《粋 らくご
》

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

21:30
22:00
22:30

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

1月18日
月

1月19日
火

4:00 立川談慶「ちりとてちん」 扇辰・喬太郎の会▽入

「抜け雀」～国立演芸場 船亭扇辰「三方一両損」
柳家喬太郎「縁切榎」《
粋 らくご》
5:00 橘ノ圓満「蒟蒻問答」「に 瀧川鯉昇「質屋庫（しち
ゅう」～日本橋で圓満会 やぐら）」～瀧川鯉昇独
5:30 《粋 らくご》
演会より《粋 らくご》
4:30 独演会より《粋 らくご》

1月20日
水

1月21日
木

1月22日
金

三遊亭王楽のにぎわい 柳家小せん「夜鷹の野 三遊亭神楽「抜け雀」～ 三遊亭遊馬「やかん」「
道場 「居残り佐平次」《 ざらし」/「三方一両損」《 第58回三遊亭神楽 落語 百川」～三遊亭遊馬独
粋 らくご》
粋 らくご》
らいぶ《粋 らくご》
演会《粋 らくご》

三遊亭遊雀 「熊の皮～
野ざらし」～遊雀ひとり
会at湯島天神《粋 らくご
》
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 #29～
のヲタク落語会Vol.10
のヲタク落語会Vol.10
楽器カフェすずらん亭◇
6:30 (前)～楽器カフェすずら (後)～楽器カフェすずら 春風亭昇々 ゲスト：昔
ん亭 ゲスト：日高のり子 ん亭 ゲスト：日高のり子 昔亭Ａ太郎、春風亭柳
7:00 匠-TAKUMI- #25
匠-TAKUMI- #27
匠-TAKUMI- #29

瀧川鯉橋「粗忽の釘～
蔵前駕籠」～こいのつな
わたり其ノ十三《粋 らく
ご》
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
匠-TAKUMI- #31

橘家竹蔵「天災」「こんに
ゃく問答」～第55回橘家
竹蔵独演会～笑って永
生き～《粋 らくご》
嗚呼、成金の壁 #31～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽「欠伸指南」
、瀧川鯉八
匠-TAKUMI- #34

7:30 情報番組

情報番組

情報番組

情報番組

8:00 扇辰・喬太郎の会▽入

1月23日
土

情報番組

立川ぜん馬独演会 『竹
の水仙』『操競女学校(み
さおくらべおんながっこ
う)～お里の伝～』《粋
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」
三遊亭丈助「老人前座じ
じ太郎」～42歳で新作の
情報番組

1月24日
日
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
入船亭扇好「看板のピン
」／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
★笑わせnight！★ #91
～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
三遊亭圓馬「青菜」～弟
子のママさん落語家・藍
情報番組

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

三遊亭王楽のにぎわい
船亭扇辰「三方一両損」 道場 「居残り佐平次」《
粋 らくご》
粋 らくご》
9:00 情報番組
情報番組

林家時蔵「隣の男」「突 三升家小勝「大工調べ」 柳家小せん「夜鷹の野 立川龍志「酢豆腐」《粋
き落とし」～林家時蔵独 、桂右女助「目黒のさん ざらし」/「三方一両損」《 らくご》
演会《粋 らくご》
ま」～名跡・三升家を継 粋 らくご》
ぐ唯一の一門、傘寿を
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組

三遊亭圓雀「花筏」「風 8:00
呂敷」～池袋演芸場10
月中席『春馬改メ六代目 8:30
三遊亭圓雀襲名披露興
9:00
情報番組

9:30 匠-TAKUMI- #26

匠-TAKUMI- #30

匠-TAKUMI- #23

8:30 柳家喬太郎「縁切榎」《

匠-TAKUMI- #28

10:00 三遊亭遊雀 「熊の皮～

匠-TAKUMI- #33

情報番組

情報番組

三遊亭笑遊「祇園祭」「
三軒長屋(上)」～年齢を
感じさせない破天荒なは
じけぶり！大きな地声で
情報番組

笑福亭福笑「コロナ狂詩
曲」「猫の恩返し」～爆笑
王桂枝雀の座を引き継
いだ上方落語随一の爆
情報番組

鯉斗五十番勝負#12～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
緑君
情報番組

★笑わせnight！★ #95
～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
情報番組

立川吉幸「真田小僧」「
子別れ」 真打昇進披露
興行～紆余曲折を乗り
越え入門22年目でめで
情報番組

桂小文治「抜け雀」～大
学落研から先代文治の
芸に惚れて噺家に！素
直な気持ちを忘れるなと
情報番組
鯉斗五十番勝負#11～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
緑君
情報番組

16:00 鯉斗五十番勝負#10～

楽器カフェすずらん亭◇
16:30 瀧川鯉斗「紺屋高尾」
ゲスト：柳亭市弥
17:00 情報番組

17:30 玉屋柳勢「大工調べ(上) 三遊亭遊馬「品川心中

古今亭菊龍「鮑のし」／ 三遊亭道楽「替わり目」「 桂よね吉「不動坊」～『
(上・下)」「居残り佐平次 古今亭菊生「干物箱」～ 猫の災難」～第１３回 三 笑えない会Legacy』より《
」～三遊亭遊馬独演会《 圓菊遺伝子の会《粋 ら 遊亭道楽落語会《粋 ら 夢 寄席》
粋 らくご》
くご》
くご》
18:30 桂雀太(落語)「天災」、菊
情報番組
地まどか(浪曲)「命のら
19:00 せん階段」、旭堂南龍
情報番組
情報番組
三遊亭道楽「替わり目」「
猫の災難」～第１３回 三
(講談)「赤穂義士伝 三
19:30 村の薪割」～上方の落 情報番組
★笑わせnight！★ #91 ★笑わせnight！★ #92 遊亭道楽落語会《粋 ら
～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭 くご》
語、浪曲、講談各界の気
20:00 鋭が一度に楽しめる！ 玉屋柳勢「ねずみ」～柳 ◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八
各賞を受賞し勢いに乗 亭市馬の一番弟子がつ 福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき
20:30 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
」～柳亭市馬の一番弟

18:00 情報番組

21:00 瀧川鯉橋「粗忽の釘～

蔵前駕籠」～こいのつな
わたり其ノ十三《粋 らく
21:30
ご》
22:00 六代目柳家小さん「甚五

郎・艶とねずみ」～小さ
んひとり千一夜《粋 らく
22:30
ご》
23:00 鯉斗五十番勝負#11～

楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
23:30
緑君
24:00 鯉斗五十番勝負#12～

楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
24:30
緑君
25:00 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
25:30
昔亭Ａ太郎、春風亭柳
若
26:00 三遊亭道楽「替わり目」「
猫の災難」～第１３回 三
遊亭道楽落語会《粋 ら
26:30
くご》
27:00 27:15～桂三若「落語の

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》
★笑わせnight！★ #94
～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
桂夏丸「いが栗」「懐かし
のＣＭ」～寿真打昇進披
露興行より《夢 寄席》

14:30 瀧川鯉昇「質屋庫（しち

15:30 情報番組

匠-TAKUMI- #21

三升家小勝「大工調べ」
、桂右女助「目黒のさん
ま」～名跡・三升家を継
ぐ唯一の一門、傘寿を
★笑わせnight！★ #93
～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
桂文雀「四段目」「首提
灯」～桂文雀独演会《夢
寄席》

橘家圓太郎「甲府い(こう 瀧川鯉昇「質屋庫（しち
ふぃ）」～池袋演芸場３ やぐら）」～瀧川鯉昇独
月上席より《粋 らくご》 演会より《粋 らくご》

やぐら）」～瀧川鯉昇独
15:00 演会より《粋 らくご》

匠-TAKUMI- #20

入船亭扇辰「竹の水仙」 桂かい枝「どうらんの幸 鯉斗に訊け！！#5～楽 10:00
～入船亭扇辰ひとり会at 助」～独演会『復活古墳 器カフェすずらん亭◇瀧
湯島天神《粋 らくご》
落語』《粋 らくご》
川鯉斗 ゲスト：春風亭 10:30
昇吾
★笑わせnight！★ #96 林家時蔵「隣の男」「突 三升家小勝「大工調べ」 11:00
～楽器カフェすずらん亭 き落とし」～林家時蔵独 、桂右女助「目黒のさん
◇すいたんすいこう、八 演会《粋 らくご》
ま」～名跡・三升家を継 11:30
福☆みずほ、おせつとき
ぐ唯一の一門、傘寿を
桂竹千代「竹千代学習 桂竹千代「竹千代学習 笑福亭鶴光「女給の文 12:00
会」Vol.4(前)～楽器カフ 会」Vol.4(後)～楽器カフ ～生徒の作文」「掛取り」
ェすずらん亭 ゲスト：桂 ェすずらん亭 ゲスト：桂 ～大人気ラジオ番組『笑 12:30
笹丸
笹丸
福亭鶴光のオールナイト
桂三若「怒りのパワー」 古今亭志ん輔『志ん輔 橘家竹蔵「天災」「こんに 13:00
～花のお江戸で十八番 の会』～昭和の大名人・ ゃく問答」～第55回橘家
勝負６《夢 寄席》
志ん朝の志を継いで…。 竹蔵独演会～笑って永 13:30
師匠ゆずりのテンポのよ 生き～《粋 らくご》
情報番組
さと流れるような語り口 桂三若「落語の図書館」 14:00
で聴き手をぐいぐい引き Vol.5(前)～楽器カフェす
春風亭鹿の子「鼓ヶ滝」「 込む名人芸。《粋 らくご ずらん亭◇桂三若「生ま 14:30
鹿政談」～雑誌『anan』 》
れ変わり(桂三枝作)」
15:00
情報番組
読者が選ぶ「好きな女流 情報番組
落語家」NO.1！女流落
15:30
情報番組
匠-TAKUMI- #22
匠-TAKUMI- #24

瀧川鯉橋「粗忽の釘～
野ざらし」～遊雀ひとり 蔵前駕籠」～こいのつな
10:30 会at湯島天神《粋 らくご わたり其ノ十三《粋 らく
》
ご》
11:00 東生亭世楽「三人旅」「 春風亭勢朝「井戸の茶
十徳」～あの勝新太郎 碗」「紺屋高尾」～高度
11:30 の弟子から異色の転
勢朝の会《粋 らくご》
身！豪放磊落な“勝新イ
12:00 ★笑わせnight！★ #91 ★笑わせnight！★ #92
～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
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき
13:00 講談 神田春陽「国定忠 雷門小助六「紋三郎稲
治 三木文蔵の義侠 忠 荷」／雷門音助「小言幸
13:30 治の娘」/玉田玉秀斎「 兵衛」～雷門小助六・音
坂本龍馬とお龍」《夢
助～第6回スケスケ兄弟
14:00 情報番組
情報番組

三遊亭楽市「明烏」、三
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！《
粋 らくご》
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》

立川吉幸「真田小僧」「
子別れ」 真打昇進披露
興行～紆余曲折を乗り
越え入門22年目でめで
たく真打に！新真打らし
からぬ端正な語り口を披
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》
笑福亭鶴光「女給の文 三遊亭道楽「替わり目」「
～生徒の作文」「掛取り」 猫の災難」～第１３回 三
～大人気ラジオ番組『笑 遊亭道楽落語会《粋 ら
福亭鶴光のオールナイト くご》
ニッポン』を12年続けた
レジェンドが寄席チャン
ネル初登場！あの福山
雅治がしゃべりの師匠と
昔昔亭Ａ太郎「芝浜」「表 嗚呼、成金の壁 #30～
と裏」～整った顔立ちと 楽器カフェすずらん亭◇
甘い声で、ファンを惹き 春風亭昇々 ゲスト：昔
つけてやまないイケメン 昔亭Ａ太郎、春風亭柳
落語家！大人気ユニット 若
「成金」の人気者がつい 柳家東三楼「不動坊」「
林家うん平「家見舞い」「
ねずみ」～林家うん平独 寝床」～柳家東三楼「遅
演会《粋 らくご》
れてきた怪物」《夢 寄
席》

桂三若「落語の図書館」 鯉斗五十番勝負#9～楽
図書館」Vol.5(前)～楽器 Vol.5(後)～楽器カフェす 器カフェすずらん亭◇瀧
カフェすずらん亭◇桂三 ずらん亭◇桂三若「宿屋 川鯉斗「転失気」、ゲス
27:30
若「生まれ変わり(桂三 仇」
ト：柳亭市弥「転宅」
枝作)」

春風亭柏枝「六尺棒」「
引っ越しの夢」～竜馬に
憧れ北海道から上京し、
七代目柳橋の芸に衝撃
を受け土下座して弟子
入り！すらりと背の高い
春風亭柳橋「親子酒」「
お見立て」～祝・落語芸
術協会副会長就任。『一
笑懸命』な落語家として
、笑いの種を全国に《粋
らくご》
柳家東三楼「不動坊」「
寝床」～柳家東三楼「遅
れてきた怪物」《夢 寄
席》

嗚呼、成金の壁 #31～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽「欠伸指南」
、瀧川鯉八
古今亭志ん輔「三十石」
「芝浜」～志ん輔の会《
粋 らくご》

鯉斗五十番勝負#10～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗「紺屋高尾」
ゲスト：柳亭市弥

三遊亭わん丈「来場御
礼」「子ほめのイヤホン
ガイド」～新作の神様・
円丈がすべてを託す愛
情報番組

三遊亭藍馬「猿後家」「 16:00
王子の狐」 真打昇進披
露興行～元大相撲力士 16:30
と結婚し２児のママに。
17:00
情報番組

★笑わせnight！★ #97
～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
情報番組

★笑わせnight！★ #98 17:30
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八 18:00
福☆みずほ、おせつとき
18:30
情報番組

松尾貴史「一文笛」《夢
寄席》
林家彦いち「ちりとてち
ん」～昇太、喬太郎、白
鳥とSWA(創作話芸アソ
シエーション)を結成した
情報番組

柳家東三楼「不動坊」「 19:00
寝床」～柳家東三楼「遅
れてきた怪物」《夢 寄 19:30
席》
20:00

情報番組

桂かい枝「どうらんの幸 桂文治「善光寺の由来」 三遊亭丈助(たん丈 改
助」～独演会『復活古墳 「軒付け」入船亭扇治「 メ)「出来心」「老人前座じ
落語』《粋 らくご》
たがや」「頂き猫」『新宿 じ太郎」～42歳で新作の
末廣亭余一会昼の部
神様・圓丈に弟子入り。
文治・扇治二人会』～名 悲願の還暦前真打昇進
を実現！《鮮 あざやか
三遊亭圓雀「花筏」「風 門寄席の大人気二人会 三笑亭茶楽「品川心中」
呂敷」～池袋演芸場10 をお届け！芸協を代表 「寝床」～思い切り笑わ
する古典派の実力者と
月中席『春馬改メ六代目
せ、やがてほろりとさせ
三遊亭圓雀襲名披露興 図書館司書の資格を持 る。優雅な身のこなしと
つ達人が魅せる！《粋 端正な語り口の名人芸。
行』《粋 らくご》
らくご》
《粋 らくご》
古今亭志ん輔『志ん輔 ★笑わせnight！★
#96 雷門助六「こり相撲」～
の会』～昭和の大名人・ ～楽器カフェすずらん亭 古希を過ぎてますます
志ん朝の志を継いで…。 ◇すいたんすいこう、八 冴えわたる名人芸。よく
師匠ゆずりのテンポのよ 福☆みずほ、おせつとき 三遊亭遊史郎「お見立
さと流れるような語り口 ょうた ゲスト:ベイボイン て」～青山学院大学落
語研究会から小遊三の
で聴き手をぐいぐい引き 笑福亭鶴光「女給の文
、オシエルズ
神田京子「鉢の木」～女
込む名人芸。《粋 らくご ～生徒の作文」「掛取り」 流講談師を多く育てた名
》
～大人気ラジオ番組『笑 人・二代目神田山陽最
福亭鶴光のオールナイト 立川ぜん馬独演会 『竹
ニッポン』を12年続けた の水仙』『操競女学校(み
さおくらべおんながっこ
嗚呼、成金の壁 #32～ レジェンドが寄席チャン う)～お里の伝～』《粋
楽器カフェすずらん亭◇ ネル初登場！あの福山 らくご》
柳亭小痴楽、瀧川鯉八「 雅治がしゃべりの師匠と
昔昔亭Ａ太郎「芝浜」「表 春風亭百栄「ぞろぞろ」
暴れ牛奇譚」
と裏」～整った顔立ちと 隅田川馬石「狸札」百栄
甘い声で、ファンを惹き 「芝居の喧嘩」～フラン
歌太郎改メ 三遊亭志う つけてやまないイケメン ボヤン寄席 馬石と百栄
歌「文七元結」 真打昇 落語家！大人気ユニット こてんこてんの会３《粋
進披露特別公演 ～
「成金」の人気者がつい らくご》
NHK新人落語大賞受賞 三遊亭圓馬「短命」～弟
子のママさん落語家・藍
の大器がついに真打
に！GINZA SIXで華麗に 馬の真打昇進の喜びを
鯉斗五十番勝負#11～
鯉斗五十番勝負#12～ ★笑わせnight！★ #95
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
瀧川鯉斗 ゲスト：柳家 瀧川鯉斗 ゲスト：柳家 ◇すいたんすいこう、八
緑君
緑君
福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト:ベイボイン
、オシエルズ

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

1月25日
月
4:00 三遊亭好太郎「ちりとて

1月26日
火

1月27日
水

1月28日
木

1月29日
金

～楽器カフェすずらん亭
6:30 ◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
7:00 匠-TAKUMI- #25

三遊亭王楽のにぎわい 三笑亭茶楽「品川心中」 三升家小勝「大工調べ」 三遊亭白鳥「スーパー寿
道場 「居残り佐平次」《 「寝床」～思い切り笑わ 、桂右女助「目黒のさん 限無」／三遊亭円丈「遥
粋 らくご》
せ、やがてほろりとさせ ま」～名跡・三升家を継 かなるたぬきうどん」《粋
る。優雅な身のこなしと ぐ唯一の一門、傘寿を らくご》
三遊亭好太郎「ちりとて 三遊亭遊馬「やかん」「 三遊亭神楽「抜け雀」～ 三笑亭可龍「蛙茶番」「
ちん」「親子酒」～好太 百川」～三遊亭遊馬独 第58回三遊亭神楽 落語 城木屋」～落語界の氷
郎のうたたねの会より《 演会《粋 らくご》
らいぶ《粋 らくご》
川きよし！柔らかな語り
粋 らくご》
口と艶で魅了《粋 らくご
★笑わせnight！★ #93 ★笑わせnight！★ #94 桂竹千代「竹千代学習 桂竹千代「竹千代学習
～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭 会」Vol.4(前)～楽器カフ 会」Vol.4(後)～楽器カフ
◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八 ェすずらん亭 ゲスト：桂 ェすずらん亭 ゲスト：桂
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき 笹丸
笹丸
匠-TAKUMI- #27
匠-TAKUMI- #29
匠-TAKUMI- #31
匠-TAKUMI- #34

7:30 情報番組

情報番組

ちん」「親子酒」～好太
4:30 郎のうたたねの会より《

粋 らくご》
5:00 柳家小せん「夜鷹の野
ざらし」/「三方一両損」《
5:30 粋 らくご》
6:00 ★笑わせnight！★ #92

情報番組

情報番組

情報番組

1月30日
土

1月31日
日

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
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
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
情報番組

三遊亭圓雀「花筏」「風
呂敷」～池袋演芸場10
月中席『春馬改メ六代目
三遊亭圓雀襲名披露興
三遊亭好太郎「ちりとて
ちん」「親子酒」～好太
郎のうたたねの会より《
粋 らくご》
鯉斗に訊け！！#6～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭
昇吾
桂右女助「ねずみ」～名
跡・三升家を継ぐ唯一の
情報番組

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

8:00 橘家圓太郎「甲府い(こう 立川ぜん馬独演会 『竹 古今亭菊之丞「淀五郎」 桂南喬「池田大助」～三 橘ノ圓満「蒟蒻問答」「に 入船亭扇好「看板のピン 古今亭菊之丞「淀五郎」 8:00

ふぃ）」～池袋演芸場３
9:00 情報番組

の水仙』『操競女学校(み
さおくらべおんながっこ
う)～お里の伝～』《粋
情報番組

～古今亭菊之丞独演会 平堂落語会《粋 らくご》 ゅう」～日本橋で圓満会
in人形町vol.3《粋 らくご
《粋 らくご》
》
情報番組
情報番組
情報番組

」／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
情報番組

～古今亭菊之丞独演会
in人形町vol.3《粋 らくご 8:30
》
9:00
情報番組

9:30 匠-TAKUMI- #26

匠-TAKUMI- #28

匠-TAKUMI- #30

匠-TAKUMI- #33

匠-TAKUMI- #20

匠-TAKUMI- #21

匠-TAKUMI- #23

9:30

三遊亭圓雀「花筏」「風
呂敷」～池袋演芸場10
月中席『春馬改メ六代目
三遊亭圓雀襲名披露興
瀧川鯉昇「質屋庫（しち
やぐら）」～瀧川鯉昇独
演会より《粋 らくご》

三遊亭白鳥「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》
入船亭扇辰「竹の水仙」
～入船亭扇辰ひとり会at
湯島天神《粋 らくご》

三遊亭神楽「抜け雀」～ 三遊亭遊馬「やかん」「
第58回三遊亭神楽 落語 百川」～三遊亭遊馬独
らいぶ《粋 らくご》
演会《粋 らくご》

10:00

古今亭菊千代「厩火事」
～女性初の真打ち登
場！男社会の中で初志
貫き花開く！ 2019年4
鯉斗五十番勝負#9～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗「転失気」、ゲス
ト：柳亭市弥「転宅」
桂文治「善光寺の由来」
「軒付け」入船亭扇治「
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
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
情報番組

鯉斗五十番勝負#10～
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉斗「紺屋高尾」
ゲスト：柳亭市弥
入船亭扇好「看板のピン
」／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
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
古今亭菊龍「鮑のし」／
古今亭菊生「干物箱」～
圓菊遺伝子の会《粋 ら
くご》
★笑わせnight！★ #95
～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
情報番組

匠-TAKUMI- #22

匠-TAKUMI- #24

15:30

浪曲：真山隼人「名刀稲
荷丸」/東家三楽「木村
の海」～第３０回日本浪
曲協会大演芸まつり《夢
情報番組

柳亭こみち「四段目」「鰍 16:00
沢」～こしら・こみち二人
16:30
会《夢 寄席》

三遊亭圓輔「辰巳の辻 宝井琴星「義士外伝 梶 CSもえよせ 春風亭吉好
占」 ～８９歳にしてバリ 川与惣兵衛 掛け軸回し のヲタク落語会Vol.9(後)
情報番組
情報番組
～楽器カフェすずらん亭
身！豪放磊落な“勝新イ
ゲスト：松本 梨香
18:30 情報番組
古今亭志ん輔「三十石」 三遊亭わん丈「来場御 桂かい枝「どうらんの幸 春風亭百栄「ぞろぞろ」 情報番組
「芝浜」～志ん輔の会《 礼」「子ほめのイヤホン 助」「屁臭最中（へくさの 隅田川馬石「狸札」百栄
19:00 雷門助六「こり相撲」～ 粋 らくご》
ガイド」～新作の神様・ さいちゅう）」～独演会『 「芝居の喧嘩」～フラン 立川談四楼「ぼんぼん
古希を過ぎてますます
円丈がすべてを託す愛 復活古墳落語』《粋 らく ボヤン寄席 馬石と百栄 唄」「一回こっくり」 ～立
19:30 歌太郎改メ 三遊亭志う
鯉斗に訊け！！#5～楽 ご》
こてんこてんの会３《粋 川談四楼独演会より《粋
歌「文七元結」 真打昇
器カフェすずらん亭◇瀧
らくご》
らくご》
20:00 進披露特別公演 ～
宝井琴調「大岡政談より 川鯉斗 ゲスト：春風亭 柳家さん喬「長短」～小 桂三若「落語の図書館」
志ん真打昇進記念 柳家 Vol.4(前)～楽器カフェす
NHK新人落語大賞受賞 人情匙加減」～独演会『 昇吾
20:30 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組

CSもえよせ 春風亭吉好 17:30
のヲタク落語会Vol.10
(前)～楽器カフェすずら 18:00
ん亭 ゲスト：日高のり子
18:30
情報番組
鈴々舎八ゑ馬「ラスボス
」「つる」笑福亭瓶二「妾
馬」～『やみ鍋の会』～
鶴瓶が名付けた伝説の
会が復活！なにが飛び
出すかわからないキケ
情報番組

19:00

21:00 三升家小勝「大工調べ」 三遊亭白鳥「スーパー寿 三遊亭藍馬「猿後家」「

昔昔亭Ａ太郎「芝浜」「表
と裏」～整った顔立ちと
甘い声で、ファンを惹き
つけてやまないイケメン
落語家！大人気ユニット
「成金」の人気者がつい
神田松鯉「天保六花撰
玉子の強請」「源平盛衰
記より 扇の的」～あの
松之丞がほれた師匠が
人間国宝に。名人が磨
き上げた至高の話芸を
昔昔亭Ａ太郎「芝浜」「表
と裏」～整った顔立ちと
甘い声で、ファンを惹き
つけてやまないイケメン
落語家！大人気ユニット
「成金」の人気者がつい
ロケット団『結成20周年
記念大定例集会其の
100』～ナイツらと並ぶ漫
才協会四天王コンビが
結成20周年の集大成ラ
イブを大ホールで開
催！《夢 寄席》

21:00

8:30 月上席より《粋 らくご》

10:00 三笑亭茶楽「品川心中」 三笑亭可龍「蛙茶番」「

「寝床」～思い切り笑わ
10:30 せ、やがてほろりとさせ
る。優雅な身のこなしと
11:00 古今亭菊之丞「淀五郎」
～古今亭菊之丞独演会
11:30 in人形町vol.3《粋 らくご
》
12:00 鯉斗に訊け！！#6～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
12:30 川鯉斗 ゲスト：春風亭
昇吾
13:00 橘家圓太郎「甲府い(こう
ふぃ）」～池袋演芸場３
13:30 月上席より《粋 らくご》
14:00 情報番組
14:30 昔々亭慎太郎「幽霊不

動産」「壺算」～女子大
15:00 生百人が選んだ“イケメ
ン”落語家グランプリで
15:30 情報番組

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
桂南喬「池田大助」～三
平堂落語会《粋 らくご》

CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.9(前)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：松本 梨香
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」 三遊亭遊馬「品川心中
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 (上・下)」「居残り佐平次
春風亭百栄「ぞろぞろ」 12:45～立川談四楼「ぼ 12:45～鈴々舎八ゑ馬「 」～三遊亭遊馬独演会《
隅田川馬石「狸札」百栄 んぼん唄」「一回こっくり ラスボス」「つる」笑福亭 粋 らくご》
「芝居の喧嘩」～フラン 」 ～立川談四楼独演会 瓶二「妾馬」～『やみ鍋
ボヤン寄席 馬石と百栄 より《粋 らくご》
の会』～鶴瓶が名付け
こてんこてんの会３《粋
た伝説の会が復活！な
らくご》
にが飛び出すかわから
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
瀧川鯉橋「粗忽の釘～
蔵前駕籠」～こいのつな
わたり其ノ十三《粋 らく
ご》
情報番組

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》
情報番組

昔昔亭Ａ太郎「芝浜」「表
と裏」～整った顔立ちと
甘い声で、ファンを惹き
つけてやまないイケメン
情報番組

三遊亭わん丈「来場御
礼」「子ほめのイヤホン
ガイド」～新作の神様・
円丈がすべてを託す愛
情報番組

16:00 嗚呼、成金の壁 #7～楽 嗚呼、成金の壁 #8～楽 嗚呼、成金の壁 #9～楽 嗚呼、成金の壁 #10～

三遊亭藍馬「猿後家」「
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◇瀧 楽器カフェすずらん亭◇ 王子の狐」 真打昇進披
16:30 亭小痴楽、春風亭昇々 亭小痴楽、春風亭昇々 川鯉八、桂宮治
瀧川鯉八、桂宮治
露興行～元大相撲力士
と結婚し２児のママに。
17:00 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
17:30 東生亭世楽「三人旅」「

十徳」～あの勝新太郎

18:00 の弟子から異色の転

、桂右女助「目黒のさん
ま」～名跡・三升家を継
21:30
ぐ唯一の一門、傘寿を
迎えた師匠を右女助を
復活させた弟子が祝う
22:00 橘家圓太郎「甲府い(こう
ふぃ）」～池袋演芸場３
月上席より《粋 らくご》
22:30

23:00 ★笑わせnight！★ #97

～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
23:30
福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト:カントリー
ズ、あいあいパーティー
24:00 古今亭志ん輔「三十石」
「芝浜」～志ん輔の会《
粋 らくご》
24:30
25:00
25:30 立川談四楼「ぼんぼん

唄」「一回こっくり」 ～立
川談四楼独演会より《粋
26:00
らくご》
26:30
27:00 ★笑わせnight！★ #96
27:30

～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:ベイボイン
、オシエルズ

三遊亭遊史郎「紙入れ」 鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀
～青山学院大学落語研 池」～鶴瓶が名付け親
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情報番組

限無」／三遊亭円丈「遥 王子の狐」 真打昇進披
かなるたぬきうどん」《粋 露興行～元大相撲力士
らくご》
と結婚し２児のママに。
子供たちの笑顔を力
に！《夢 寄席》
瀧川鯉昇「質屋庫（しち 三遊亭歌扇「締め込み」
やぐら）」～瀧川鯉昇独 「竹の水仙」～故三代目
演会より《粋 らくご》
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
あざやか》
六代目玉屋柳勢(柳亭市 三遊亭白鳥「スーパー寿
楽 改メ)「ねずみ」「大工 限無」／三遊亭円丈「遥
調べ(上)」～柳亭市馬の かなるたぬきうどん」《粋
一番弟子がついに真打 23:55～桂かい枝「どうら
昇進！威勢のいい名跡 んの幸助」「屁臭最中
を襲名して元気に花火を （へくさのさいちゅう）」～
古今亭志ん輔『志ん輔
独演会『復活古墳落語』
の会』～昭和の大名人・ 《粋 らくご》
志ん朝の志を継いで…。
師匠ゆずりのテンポのよ
さと流れるような語り口
で聴き手をぐいぐい引き ★笑わせnight！★ #93
込む名人芸。《粋 らくご ～楽器カフェすずらん亭
》
◇すいたんすいこう、八
25:55～鈴々舎八ゑ馬「 福☆みずほ、おせつとき
ラスボス」「つる」笑福亭 ょうた ゲスト：ひよしな
瓶二「妾馬」～『やみ鍋 かよし、コンパス
の会』～鶴瓶が名付け 浪曲：真山隼人「名刀稲
た伝説の会が復活！な 荷丸」/東家三楽「木村
にが飛び出すかわから の海」～第３０回日本浪
ないキケンな落語会！《 曲協会大演芸まつり《夢
寄席》
夢 寄席》
★笑わせnight！★ #97 ★笑わせnight！★ #98
～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 ◇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
ょうた ゲスト:カントリー ょうた ゲスト:カントリー
ズ、あいあいパーティー ズ、あいあいパーティー

桂雀太(落語)「天災」、菊
地まどか(浪曲)「命のら
せん階段」、旭堂南龍
(講談)「赤穂義士伝 三
村の薪割」～上方の落
語、浪曲、講談各界の気
鋭が一度に楽しめる！
各賞を受賞し勢いに乗
る３人の、異なる流儀と
面白さの競演！『話芸の
三きょうだい 神戸公演
立川ぜん馬独演会
『竹
の水仙』『操競女学校(み
さおくらべおんながっこ
う)～お里の伝～』《粋
らくご》
春風亭百栄「ぞろぞろ」
隅田川馬石「狸札」百栄
「芝居の喧嘩」～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》
★笑わせnight！★ #94
～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：ひよしな
かよし、コンパス
宝井琴鶴「太閤記より
明智左馬之助 湖水乗っ
きり」～五代目宝井琴鶴
嗚呼、成金の壁 #7～楽
器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、春風亭昇々

三遊亭好太郎「ちりとて
ちん」「親子酒」～好太
郎のうたたねの会より《
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
古今亭菊千代「厩火事」 栄えある紫綬褒章受
章！国が認めた名人の
～女性初の真打ち登
場！男社会の中で初志 独演会をたっぷり！《極
貫き花開く！ 2019年4 名人噺》
月24日両国門天ホール
にて収録《粋 らくご》
桂文治「善光寺の由来」
嗚呼、成金の壁 #8～楽
「軒付け」入船亭扇治「 器カフェすずらん亭◇柳
たがや」「頂き猫」『新宿 亭小痴楽、春風亭昇々
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 歌太郎改メ 三遊亭志う
をお届け！芸協を代表 歌「文七元結」 真打昇
する古典派の実力者と 進披露特別公演 ～
図書館司書の資格を持 NHK新人落語大賞受賞
つ達人が魅せる！《粋 の大器がついに真打
らくご》
に！GINZA SIXで華麗に
桂竹千代「竹千代学習
古今亭志ん輔『志ん輔
会」Vol.4(前)～楽器カフ の会』～昭和の大名人・
ェすずらん亭 ゲスト：桂 志ん朝の志を継いで…。
笹丸
師匠ゆずりのテンポのよ
さと流れるような語り口
昔々亭慎太郎「幽霊不 で聴き手をぐいぐい引き
動産」「壺算」～女子大 込む名人芸。《粋 らくご
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#8～楽
寄席 嗚呼、成金の壁 #9～楽
嗚呼、成金の壁
器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇瀧
亭小痴楽、春風亭昇々 川鯉八、桂宮治
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10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

17:00

19:30
20:00
20:30

21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00
24:30
25:00

桂竹千代「竹千代学習 25:30
会」Vol.4(後)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：桂
26:00
笹丸
三遊亭圓馬「高砂や」～ 26:30
酔っぱらいを演じたらピ
カイチ！チャーミングな
嗚呼、成金の壁 #10～ 27:00
楽器カフェすずらん亭◇
瀧川鯉八、桂宮治
27:30

