542ch スカパー！プレミアムサービス
4月26日
月

4月27日
火

4:00 三遊亭圓馬「青菜」「短

三遊亭圓遊「野ざらし」
命」～弟子のママさん落 他一席～独演会『圓遊
を聴く会』より《粋 らくご
の喜びを高座に！自慢 》
三遊亭王楽「ふだんの 橘家文蔵「文七元結」～
袴」「五人廻し」～三遊亭 独演会 文蔵プレミアム《
王楽のにぎわい道場(第 粋 らくご》
三十八回)より《粋 らく
桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」
Vol.8(前)～楽器カフェす Vol.8(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「餅屋 ずらん亭◇桂三若「夢の
問答」
続き」
匠-TAKUMI- #23
匠-TAKUMI- #31

4月28日
水

4月29日
木

5月1日
土

5月2日
日
4:00

入船亭扇好「三井の大
黒」／三遊亭歌武蔵「尻
餅」～第53回歌武蔵・扇
好二人会(後編)《粋 らく
三遊亭王楽「読書の時
間」「佐々木政談」～三
遊亭王楽のにぎわい道
場より《粋 らくご》
桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」
Vol.9(前)～楽器カフェす Vol.9(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「初天 ずらん亭◇桂三若「妻の
神」
旅行(桂三枝作)」
匠-TAKUMI- #34
匠-TAKUMI- #28

古今亭志ん彌「宿屋の
仇討ち」～古今亭志ん
彌ひとり会《粋 らくご》

情報番組

情報番組

情報番組

橘家文蔵「文七元結」～ 三遊亭圓遊「野ざらし」
独演会 文蔵プレミアム《 他一席～独演会『圓遊
粋 らくご》
を聴く会』より《粋 らくご
》
入船亭扇好「三井の大 三遊亭圓馬「青菜」「短
黒」／三遊亭歌武蔵「尻 命」～弟子のママさん落
餅」～第53回歌武蔵・扇 語家・藍馬の真打昇進
好二人会(後編)《粋 らく の喜びを高座に！自慢
鯉斗五十番勝負#8～楽 CSもえよせ 春風亭吉好
器カフェすずらん亭◇瀧 のヲタク落語会Vol.15
川鯉斗 ゲスト：三遊亭 (前)～楽器カフェすずら
小笑
ん亭 ゲスト：井上和彦
春風亭愛橋「かぼちゃや 桂竹丸「明智光秀」～池
」～落語とツイストの会 袋演芸場12月中席より《
情報番組
情報番組

柳家さん助「茶の湯」東
陽町演芸場 produced
昔昔亭桃太郎「夜店風
袋演芸場12月中席より《 突撃!隣の昼ごはん』、大 景」～比類なきおもしろ
9:00 情報番組
情報番組
情報番組

柳家やなぎ「つる」柳家
小志ん「真田小僧」東陽
三遊亭丈助「老人前座じ
じ太郎」～42歳で新作の
情報番組

柳家喬之助「引っ越しの
夢」東陽町演芸場
笑福亭鶴光「掛取り」～
大人気ラジオ番組『笑福
情報番組

立川談慶「幽女買い」「 三笑亭可楽「小言幸兵 8:00
井戸の茶碗」～国立演 衛」三笑亭可龍「金明竹
芸場独演会《粋 らくご》 」～三笑亭可楽、傘寿を 8:30
過ぎてファン待望のカム
9:00
情報番組
情報番組

9:30 匠-TAKUMI- #30

匠-TAKUMI- #29

匠-TAKUMI- #25

4:30 語家・藍馬の真打昇進
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00

7:30 情報番組

情報番組

8:00 柳家さん喬「抜け雀」東

柳家小傳次「佐々木政
談」東陽町演芸場

陽町演芸場 produced

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
ーミングな高座に酔いし
桂米助「もう半分」～三
越落語会より《粋 らくご
》

4月30日
金

8:30 桂竹丸「明智光秀」～池 桂米助「新聞記事」～『

放送休止

10:00 古今亭志ん彌「宿屋の

仇討ち」～古今亭志ん
10:30 彌ひとり会《粋 らくご》
11:00 桂 花團治「豊竹屋」「立

ちきれ」～かみがたらく
11:30 ご花團治の宴 -en-《粋

らくご》
12:00 CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.15
12:30 (前)～楽器カフェすずら
ん亭 ゲスト：井上和彦
13:00 六代目玉屋柳勢(柳亭市
楽 改メ)「ねずみ」「大工
13:30 調べ(上)」～柳亭市馬の
一番弟子がついに真打
14:00 情報番組
14:30 桂文福「大相撲風景」「

お笑い演芸教室」～上
15:00 方落語と河内音頭の会《
粋 らくご》
15:30 情報番組
16:00 CSもえよせ 春風亭吉好

のヲタク落語会Vol.18
16:30 (後)～楽器カフェすずら
ん亭 ゲスト：利根健太朗
17:00 情報番組
17:30 入船亭扇辰「心眼」『扇

辰日和～入船亭扇辰独
18:00 演会』～柔らかで落ち着

いた雰囲気と端正な口
18:30 調、そして繊細な演技力
。同期の柳家喬太郎と
19:00 情報番組
情報番組
19:30 古今亭寿輔「置き手紙」

桂雀々「花ねじ」～独演
「代書屋」～大名跡今輔 会 春の宴～2019年4月
20:00 襲名を請われながらも
28日国立演芸場にて収
断り唯一無二の存在に 録《粋 らくご》
20:30 情報番組
情報番組
21:00 三遊亭圓遊「野ざらし」

三遊亭王楽「ふだんの
他一席～独演会『圓遊 袴」「五人廻し」～三遊亭
を聴く会』より《粋 らくご 王楽のにぎわい道場(第
21:30
》
三十八回)より《粋 らく
ご》
22:00 三笑亭可楽「小言幸兵 橘家竹蔵「粗忽長屋」「
衛」三笑亭可龍「金明竹 船徳」～綿々と続く圓蔵
」～三笑亭可楽、傘寿を の遺伝子～一門の芸を
22:30 22:45～嗚呼、成金の壁
次世代に語り継ぐ名人
#21～楽器カフェすずら 技～《粋 らくご》
ん亭◇柳亭小痴楽、桂
23:00
立川ぜん馬『噺家生活
宮治
50周年記念 立川ぜん
馬独演会』～師匠立川
23:30 23:45～桂小文治「お見
談志の芸の継承者と言
立て」「抜け雀」～大学 われるほど実力は折り
落研から先代文治の芸 紙つき！談志亡き後の
24:00
に惚れて噺家に！素直 落語立川流をけん引し
な気持ちを忘れるなとい てきた重鎮！人気ラジオ
24:30 う師匠の教え胸に壁を
パーソナリティのさこみ
突き破る！《粋 らくご》 ちよと二人三脚で数多
の大病から生還した不
25:00 鯉斗に訊け！！#3～楽 三遊亭扇馬「唖の釣り」「
器カフェすずらん亭◇瀧 お見立て」『池袋演芸場
川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉 二月中席より』～粋でい
25:30
津
なせな４代目三遊亭圓
馬の遺伝子を継ぐ最後
26:00 桂歌蔵「モンゴル公演記 の弟子が寄席チャンネ
三笑亭夢花「幇間腹」「
」「寝床」～桂歌蔵の会《 自家用車」～初代夢丸
粋 らくご》
の惣領弟子がその遺志
26:30
を継ぐ！ダンディな落語
界のチョイ悪オヤジ《粋
らくご》
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.17
のヲタク落語会Vol.17
(前)～楽器カフェすずら (後)～楽器カフェすずら
27:30
ん亭 ゲスト：小野賢章
ん亭 ゲスト：小野賢章

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
ーミングな高座に酔いし
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
匠-TAKUMI- #24

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

三遊亭王楽のにぎわい 放送休止
道場 「居残り佐平次」《
三遊亭圓遊「野ざらし」 三遊亭王楽「ふだんの 橘家文蔵「文七元結」～ 粋 らくご》
他一席～独演会『圓遊 袴」「五人廻し」～三遊亭 独演会 文蔵プレミアム《
情報番組
を聴く会』より《粋 らくご 王楽のにぎわい道場(第 粋 らくご》
》
三十八回)より《粋 らく
六代目柳家小さん「長者 立川談慶「幽女買い」「 嗚呼、成金の壁 #6～楽 橘家竹蔵「粗忽長屋」「
番付」～小さんひとり千 井戸の茶碗」～国立演 器カフェすずらん亭◇柳 船徳」～綿々と続く圓蔵
一夜《粋 らくご》
芸場独演会《粋 らくご》 亭小痴楽、春風亭昇々 の遺伝子～一門の芸を
次世代に語り継ぐ名人
笑福亭鶴光「掛取り」～ 三遊亭遊馬「鮑のし」～ 春風亭正太郎「星野屋」 ★笑わせnight！★
大人気ラジオ番組『笑福 落語界きっての大声を ～真打昇進と同時に大 #122～楽器カフェすずら
おせつときょうた、桂華 菊地まどか(浪曲)「命の 説経節政大夫～鎌倉時 ん亭◇すいたんすいこう
紋 令和元年度Ｗ受賞 らせん階段」、旭堂南龍 代の僧侶の説経がルー 、八福☆みずほ、おせつ
記念 本当の兄弟会～ (講談)「赤穂義士伝 三 ツ。落語の原型とも言わ 古今亭菊之丞「天狗裁
史上初！令和最初の漫 村の薪割」～上方の浪 れる幻の伝統芸能“説 き」「たちきり」「淀五郎」『
才新人大賞、ＮＨＫ新人 曲、講談の勢いに乗る 経節”を名人語りで。《夢 紀尾井らくご 古今亭菊
之丞独演会』～NHKの
落語大賞を兄弟で受賞 気鋭の、異なる流儀と面 寄席》
情報番組
情報番組
情報番組
大河ドラマ「いだてん」で
は出演者に落語指導も
桂歌蔵「モンゴル公演記 三笑亭夢花「幇間腹」「 三遊亭とん馬「替わり目 。師匠・二代目圓菊を通
」「寝床」～桂歌蔵の会《 自家用車」～初代夢丸 」「稽古屋」～池袋演芸 じて昭和の大名人・五代
粋 らくご》
の惣領弟子がその遺志 場７月上席より《粋 らく 情報番組
を継ぐ！ダンディな落語 ご》
情報番組
情報番組
情報番組
匠-TAKUMI- #20

9:30

嗚呼、成金の壁 #4～楽 嗚呼、成金の壁 #5～楽
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇柳
川鯉八、春風亭昇々
亭小痴楽「磯の鮑」、春
風亭昇々「部長の娘」
情報番組
情報番組

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》
情報番組

16:00

桂雀々「東之旅」「稲荷 笑福亭羽光「まめだ」～ 三遊亭遊史郎「紙入れ」 ★笑わせnight！★
俥」～桂雀々独演会『春 超人気ユニット「成金」の 「お見立て」～青山学院 #115～楽器カフェすずら
『ＯＨ！江戸寄席 Vol.2』 大学落語研究会から小 ん亭◇すいたんすいこう
の今宵』《粋 らくご》
～漫才協会四天王の一 遊三の弟子に。得意の 、八福☆みずほ、おせつ
情報番組
角・ロケット団をはじめ、 情報番組
落語！講談！浪曲！漫
情報番組
才！大道芸！ピン芸！ 桂文福「大相撲風景」「 春風亭柳太郎「夢の続
日本の伝統芸能のすべ お笑い演芸教室」～上 き」～柳太郎の会《粋
春風亭柳好「崇徳院」「 てが楽しめる夢の寄
19:45～CSもえよせ 春 19:35～CSもえよせ 春
三井の大黒」～談志も認 席！《夢 寄席》
風亭吉好のヲタク落語 風亭吉好のヲタク落語
めた先々代、テレビで活
会Vol.15(前)～楽器カフ 会Vol.15(後)～楽器カフ
躍の先代を継ぐ五代目
ェすずらん亭 ゲスト：井 ェすずらん亭 ゲスト：井
情報番組
三遊亭道楽「天狗裁き」 情報番組
情報番組
三遊亭しゅりけん「真田
雷門音助「のめる」／雷 小僧」三遊亭らっ好「金 三遊亭圓馬「青菜」「短 北見翼(和妻師)、鏡味味
門小助六「木乃伊取り」 明竹」『三遊亭道楽落語 命」～弟子のママさん落 千代(太神楽師)『双蝶々
～雷門小助六・音助～ 会』～北海道の道楽
語家・藍馬の真打昇進 曲輪奇鏡開(ふたつちょ
第6回スケスケ兄弟会《 者？が五代目圓楽に惚 の喜びを高座に！自慢 うちょうくるわあやしのか
夢 寄席》
れて弟子入り。古典落語 の酔っぱらい芝居にま がみびらき)』～無形文
すます磨きがかかる！《
を現代の観客に自然に 桂米丸「スリル」
三遊亭圓遊「肝潰し」「井 鈴々舎馬桜「子ほめ」「し
～三越 化財にも指定された日
戸の茶碗」『池袋演芸場 らみ茶屋」「雪の子別れ 劇場創立90周年記念演 本古来の奇術・和妻の
数少ない継承者である
二月中席より』～トレード 」『鈴々舎馬桜 建国記 芸会《粋 らくご》
隅田川馬石「火焔太鼓」
マークの丸メガネと機関 念日落語会』～天才・立
～名人・志ん生も名乗っ
銃のようなトーク！『笑 川談志とお茶の間の人
点』の座布団運びや『底 気者・鈴々舎馬風の愛 古今亭菊之丞「天狗裁 た名跡を継いで、品の良
23:15～嗚呼、成金の壁
立川談慶「鼠穴」～談志
#22～楽器カフェすずら 弟子！噺家生活52年目 き」「たちきり」「淀五郎」『 のもとでなんと９年半の
ん亭◇柳亭小痴楽、桂 の重鎮が世の中を明る 紀尾井らくご 古今亭菊 前座修行！その芸を、
く！《粋 らくご》
宮治
之丞独演会』～NHKの 生き様を後世に伝え
大河ドラマ「いだてん」で る！《粋 らくご》
24:05～桂米丸「スリル」 嗚呼、成金の壁 #3～楽 は出演者に落語指導も 立川ぜん馬「らくだ」「芝
～三越劇場創立90周年 器カフェすずらん亭◇瀧 。師匠・二代目圓菊を通 浜」『噺家生活50周年記
じて昭和の大名人・五代 念 立川ぜん馬独演会』
記念演芸会《粋 らくご》 川鯉八、春風亭昇々
目志ん生の芸を受け継 ～師匠立川談志の芸の
ぐ唯一無二の存在。奇 継承者と言われるほど
をてらわず、本寸法をす 実力は折り紙つき！談
鯉斗に訊け！！#4～楽 昔昔亭Ａ太郎「表と裏」 昔昔亭桃太郎「夜店風
器カフェすずらん亭◇瀧 ～整った顔立ちと甘い声 景」～比類なきおもしろ 志亡き後の落語立川流
川鯉斗 ゲスト：瀧川鯉 で、ファンを惹きつけて さ！誰にも似ていない芸 をけん引してきた重鎮！
桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」 人気ラジオパーソナリテ
津
Vol.8(前)～楽器カフェす Vol.8(後)～楽器カフェす ィのさこみちよと二人三
ずらん亭◇桂三若「餅屋 ずらん亭◇桂三若「夢の
三遊亭遊史郎「紙入れ」 26:15～三遊亭楽麻呂「 春風亭柳好「崇徳院」「 脚で数多の大病から生
三遊亭扇馬「唖の釣り」「

17:30

匠-TAKUMI- #27

「お見立て」～青山学院
大学落語研究会から小
遊三の弟子に。得意の
若旦那が登場する噺で
魅せる！《粋春風亭吉好
らくご》
CSもえよせ
のヲタク落語会Vol.18
(前)～楽器カフェすずら
ん亭 ゲスト：利根健太朗

雷門音助「のめる」／雷
門小助六「木乃伊取り」
～雷門小助六・音助～
第6回スケスケ兄弟会《
情報番組

富久」～円楽一門会の 三井の大黒」～談志も認 お見立て」『池袋演芸場
気鋭噺家の高座をじっく めた先々代、テレビで活 二月中席より』～粋でい
り堪能！《粋 らくご》
躍の先代を継ぐ五代目 なせな４代目三遊亭圓
が魅せるとぼけた味わ 馬の遺伝子を継ぐ最後
い～《粋 らくご》 #3～楽 嗚呼、成金の壁
の弟子が寄席チャンネ
CSもえよせ 春風亭吉好 嗚呼、成金の壁
#4～楽
のヲタク落語会Vol.18
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧
(後)～楽器カフェすずら 川鯉八、春風亭昇々
川鯉八、春風亭昇々
ん亭 ゲスト：利根健太朗

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

16:30
17:00

18:00
18:30

桂歌蔵「モンゴル公演記 19:00
」「寝床」～桂歌蔵の会《
19:30
粋 らくご》
瀧川鯉橋「時そば」『瀧 20:00
川鯉橋独演会～鯉のつ
20:30
情報番組
柳家花緑「火焔太鼓」「
岸柳島」「天狗裁き」『柳
家花緑独演会』～テレビ
、舞台などでも、ナビゲ
ーターや俳優として幅広
く活躍し、落語界の新し
い未来を切り拓く旗手と
して注目のサラブレッド。
台所おさん「大工調べ」
東陽町演芸場 produced
by 寄席チャンネル
旭堂みなみ、旭堂南桜、
旭堂南風、旭堂南鈴、旭
堂南慶～これが上方の
講談だ！『第24回講談ラ
イブみなみ屋』より《夢
寄席》

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

三遊亭金朝「牛ほめ」「
ねぎまの殿様」「厩火事」
『第七回 醸造所で落語
会 三遊亭金朝独演会』
～亡き３代目三遊亭小
金馬の遺志を継いで99
年ぶりに名跡を襲名！
江戸の人々を描く古典
にこだわる金馬一門の
俊英が江戸の醸造所で
独演会を開催！《夢
寄
桂米多朗「歳そば」～桂
米多朗の会《粋 らくご》

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

542ch スカパー！プレミアムサービス
5月3日
月

5月4日
火

4:00 金原亭伯楽「藪入り」～

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
磋琢磨した朋友が魅せ 的なパワー！高齢者教
古今亭 志ん輔 「真景累 桂雀々「天神山」～独演
ヶ淵」第一段～第六段あ 会『雀々の逸品Vol.3』《
らすじ～志ん輔の会より 粋 らくご》
《粋 らくご》
★笑わせnight！★ #68 嗚呼、成金の壁 #23～
～楽器カフェすずらん亭 楽器カフェすずらん亭◇
◇すいたんすいこう、八 柳亭小痴楽、桂宮治
福☆みずほ、おせつとき
匠-TAKUMI- #20
匠-TAKUMI- #24
志ん生の遺伝子～祝・

4:30 傘寿！亡き志ん朝と切
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00

7:30 情報番組

情報番組

8:00 柳家小満ん「裸の嫁入り 柳家さん喬「雪の瀬川」

」「富久」～柳家小満ん
8:30 の会より《粋 らくご》
9:00 情報番組
9:30 匠-TAKUMI- #22

～紫綬褒章受章後も日
々進化を続ける寄席落
語の最高峰！衰え知ら
ずの底知れぬ「落語力」
を堪能！《極 名人噺》
情報番組

10:00 放送休止

匠-TAKUMI- #21

10:30

放送休止

5月5日
水

5月6日
木

5月7日
金

瀧川鯉昇「茶の湯」～瀧 柳家権太楼「芝浜」～三 春雨や雷蔵「寝床」～『
川鯉昇独演会より《粋
越落語会特別企画 三 雷蔵八百夜416夜 春雨
らくご》
越師走寄席《粋 らくご》 や雷蔵独演会』人生100
年時代を先取りしたチャ
三遊亭遊馬「品川心中 三遊亭白鳥「スーパー寿 古今亭 志ん輔 「真景累
(上・下)」～三遊亭遊馬 限無」／三遊亭円丈「遥 ヶ淵」第一段～第六段あ
独演会《粋 らくご》
かなるたぬきうどん」《粋 らすじ～志ん輔の会より
らくご》
《粋 らくご》
嗚呼、成金の壁 #24～ 嗚呼、成金の壁 #25～ 嗚呼、成金の壁 #26～
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、瀧川鯉八 柳亭小痴楽、瀧川鯉八
匠-TAKUMI- #23

匠-TAKUMI- #26

匠-TAKUMI- #30

情報番組

情報番組

情報番組

5月8日
土

5月9日
日

桂小文治「宮戸川」～小 春風亭勢朝「井戸の茶
文治十八番創りの会《粋 碗」「紺屋高尾」～高度
らくご》
勢朝の会《粋 らくご》

4:00
4:30

桂雀々「天神山」～独演 桂よね吉「不動坊」～『 5:00
会『雀々の逸品Vol.3』《 笑えない会Legacy』より《
5:30
粋 らくご》
夢 寄席》
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.19
(前)～楽器カフェすずら
ん亭 ゲスト：喜安浩平
金原亭馬玉「お露新三
郎」～三雄会 牡丹燈籠
情報番組

CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.19
(後)～楽器カフェすずら
ん亭 ゲスト：喜安浩平
柳家燕弥「壺算」～『さん
助 燕弥 ふたり會』《夢
情報番組

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

三遊亭楽之介 「紙入れ」 金原亭伯楽「藪入り」～ 三遊亭圓輔「長短」「辰
「心眼」～三遊亭楽之介 志ん生の遺伝子～祝・ 巳の辻占」 ～８９歳にし
の会より《粋 らくご》
傘寿！亡き志ん朝と切 てバリバリ現役の圧倒
磋琢磨した朋友が魅せ 的なパワー！高齢者教
情報番組
情報番組
情報番組

瀧川鯉昇「茶の湯」～瀧 柳家小満ん「裸の嫁入り 8:00
川鯉昇独演会より《粋
」「富久」～柳家小満ん
8:30
らくご》
の会より《粋 らくご》
情報番組

情報番組

9:00

古今亭 志ん輔 「真景累
ヶ淵」第一段～第六段あ
らすじ～志ん輔の会より
《粋 らくご》
放送休止

匠-TAKUMI- #27

匠-TAKUMI- #31

9:30

情報番組

情報番組

10:00

桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.2(後)～楽器カ
フェすずらん亭 ゲスト：
立川寸志 桂竹千代「茗
情報番組

鯉斗五十番勝負#9～楽 10:30
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗「転失気」、ゲス 11:00
ト：柳亭市弥「転宅」
11:30
情報番組

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

匠-TAKUMI- #29

匠-TAKUMI- #34

12:00

情報番組

情報番組

12:30

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～《
情報番組

放送休止

放送休止

13:00

11:00

匠-TAKUMI- #28

三遊亭遊馬「品川心中
(上・下)」～三遊亭遊馬
桂雀々「天神山」～独演 独演会《粋 らくご》
会『雀々の逸品Vol.3』《
放送休止
粋 らくご》
柳家小満ん「裸の嫁入り
」「富久」～柳家小満ん
の会より《粋 らくご》

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

13:30
14:00

桂 宮治 独演会「宮治
本舗エピソードⅢ」第一
部：「強情灸」「蜘蛛駕籠
」《夢 寄席》
情報番組

14:30

16:00

16:30

桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.1(後)～楽器カ
フェすずらん亭

17:00

情報番組

17:00

15:00
15:30
16:00

17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00 柳家権太楼「井戸の茶

碗」「藪入り」『柳家権太
楼独演会』～紫綬褒章も
受賞の落語界の「爆笑
王」が、コロナ禍に自ら
22:00 を鼓舞するために行った
ひとり独演会の成果を披
露！《極 名人噺》
21:30

22:30

23:00 桂春蝶『桂春蝶が年末

に芝浜・紺屋高尾 大ネ
タ二席挑む会』～実父で
23:30
ある先代の逝去をきっか
けに、保育士の夢を封
24:00 印し落語家に。甘いマス
クで女性ファンの心をと
きめかす上方の人気者
24:30 が江戸落語の大ネタに
挑む！《夢 寄席》
25:00 嗚呼、成金の壁 #26～
25:30

楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

26:00 春風亭一左「そば清」「

粗忽の釘」～言葉のひと
つひとつを大切に。師匠
26:30
・一朝直伝の江戸前落
語を披露！《鮮 あざや
か》
27:00 27:05～★笑わせnight！
★ #81～楽器カフェすず
らん亭◇すいたんすいこ
27:30
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

おせつときょうた『おせつ
ときょうた、結成５周年記
念ライブ 縵才のはじま
り～漫才の歴史と古典
漫才の復活』～「漫才新
人大賞」優勝の演芸界
期待のホープが、ホール
独演会で漫才の歴史と、
柳家花緑「火焔太鼓」「
岸柳島」「天狗裁き」『柳
家花緑独演会』～テレビ
、舞台などでも、ナビゲ
ーターや俳優として幅広
く活躍し、落語界の新し
い未来を切り拓く旗手と
して注目のサラブレッド。
柳家勧之助「竹の水仙」
東陽町演芸場 produced
by 寄席チャンネル
古今亭菊之丞「天狗裁
き」「たちきり」「淀五郎」『
紀尾井らくご 古今亭菊
之丞独演会』～NHKの
大河ドラマ「いだてん」で
は出演者に落語指導も
。師匠・二代目圓菊を通
じて昭和の大名人・五代
三遊亭楽大「紙入れ」「
粗忽の釘」真打昇進披
露特別高座～大ファン
の伊集院光の落語家時
代の高座名を受け継い
で。岩手県大船渡市の
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

15:00
15:30

16:30

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
情報番組

歌太郎改メ 三遊亭志う
歌「文七元結」 真打昇
進披露特別公演 ～
NHK新人落語大賞受賞
情報番組

桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.2(前)～楽器カ
フェすずらん亭 ゲスト：
立川寸志
情報番組

17:30

はばたけ！若手浪曲師
の会～これが浪曲の夜
明けぜよ～(前編)◇東
家孝太郎、港家小ゆき、
桂 花團治「豊竹屋」～か
みがたらくご花團治の宴
情報番組

春風亭一左「そば清」「
粗忽の釘」～言葉のひと
つひとつを大切に。師匠
・一朝直伝の江戸前落
20:10～昔昔亭Ａ太郎「
表と裏」～整った顔立ち
情報番組

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
三遊亭鬼丸「締め込み」
内幸町タロ人会より《夢
情報番組

19:00

はばたけ！若手浪曲師
の会～これが浪曲の夜
明けぜよ～(後編)◇玉
川奈々福、天中軒涼月、
澤勇人《夢 寄席》

三遊亭圓遊「肝潰し」「井
戸の茶碗」『池袋演芸場
二月中席より』～トレード
マークの丸メガネと機関
銃のようなトーク！『笑
点』の座布団運びや『底
ぬけ脱線ゲーム』でお茶
の間の人気者に！《粋
立川ぜん馬「らくだ」「芝 柳家小せん「三方一両
浜」『噺家生活50周年記 損」《粋 らくご》
念 立川ぜん馬独演会』
～師匠立川談志の芸の 鯉斗五十番勝負#9～楽
継承者と言われるほど 器カフェすずらん亭◇瀧
実力は折り紙つき！談 川鯉斗「転失気」、ゲス
志亡き後の落語立川流 ト：柳亭市弥「転宅」
をけん引してきた重鎮！
人気ラジオパーソナリテ 三遊亭朝橘 ～真打昇進
ィのさこみちよと二人三 披露親子会より 三遊亭
圓橘「稲川」、朝橘「お化
脚で数多の大病から生
三遊亭歌太郎「やかん」 け長屋」《夢 寄席》
～NHK新人落語大賞を
勝ち取った若手トップ噺
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.19
のヲタク落語会Vol.19
(前)～楽器カフェすずら (後)～楽器カフェすずら
ん亭 ゲスト：喜安浩平
ん亭 ゲスト：喜安浩平

古今亭 志ん輔 「真景累 金原亭馬生、大谷友右
ヶ淵」第七段～志ん輔の 衛門(歌舞伎役者)『馬生
会より《粋 らくご》
・友右衛門二人會 馬と
友』～江戸末期に大流
行した幕間の滑稽芝居「
金原亭伯楽「藪入り」～ 茶番」を再現！金原亭
志ん生の遺伝子～祝・ 総帥と実力派歌舞伎役
傘寿！亡き志ん朝と切 者の贅沢な競演！《夢
磋琢磨した朋友が魅せ 寄席》
る！《粋 らくご》
北見翼(和妻師)、鏡味味 柳家花緑「火焔太鼓」「
千代(太神楽師)『双蝶々 岸柳島」「天狗裁き」『柳
曲輪奇鏡開(ふたつちょ 家花緑独演会』～テレビ
うちょうくるわあやしのか 、舞台などでも、ナビゲ
がみびらき)』～無形文 ーターや俳優として幅広
化財にも指定された日 く活躍し、落語界の新し
本古来の奇術・和妻の い未来を切り拓く旗手と
数少ない継承者である して注目のサラブレッド。
松尾貴史「一文笛」《夢 柳家緑君「七段目」東陽
寄席》
町演芸場 produced by
寄席チャンネル
CSもえよせ 春風亭吉好 古今亭菊之丞「天狗裁
のヲタク落語会Vol.20
き」「たちきり」「淀五郎」『
(前)～楽器カフェすずら 紀尾井らくご 古今亭菊
ん亭 ゲスト：後藤沙緒里 之丞独演会』～NHKの
大河ドラマ「いだてん」で
歌太郎改メ 三遊亭志う 桂夏丸「いが栗」「懐かし 三遊亭藍馬「猿後家」「 は出演者に落語指導も
歌「文七元結」 真打昇 のＣＭ」～寿真打昇進披 王子の狐」 真打昇進披 。師匠・二代目圓菊を通
進披露特別公演 ～
露興行より《夢 寄席》 露興行～元大相撲力士 じて昭和の大名人・五代
NHK新人落語大賞受賞
と結婚し２児のママに。 目志ん生の芸を受け継
ぐ唯一無二の存在。奇
の大器がついに真打
子供たちの笑顔を力
をてらわず、本寸法をす
に！GINZA SIXで華麗に 鯉斗に訊け！！#5～楽 鯉斗に訊け！！#6～楽
に！《夢 寄席》
桂竹千代「竹千代学習
桂竹千代「竹千代の風
会」Vol.3(後)～楽器カフ 器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧 土記」Vol.1(前)～楽器カ
ェすずらん亭 ゲスト：立 川鯉斗 ゲスト：春風亭 川鯉斗 ゲスト：春風亭 フェすずらん亭
川がじら
昇吾
昇吾

18:00
18:30

19:30
20:00
20:30

『ＯＨ！江戸寄席 Vol.3』 21:00
～落語！講談！浪曲！
漫才！紙切り！形態模
21:30
写！ピン芸！日本の伝
統芸能のすべてが楽し
める夢の寄席！《夢 寄 22:00
席》
22:30
23:00

三遊亭歌太郎「薬缶」「 23:30
薬缶なめ」「死神」～NHK
新人落語大賞を勝ち取
24:00
った若手トップ噺家がつ
いに真打に！枕から果
敢に“皆残らず笑わせる 24:30
”！《夢 寄席》
CSもえよせ 春風亭吉好 25:00
のヲタク落語会Vol.20
(後)～楽器カフェすずら
25:30
ん亭 ゲスト：後藤沙緒里
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》
桂竹千代「竹千代の風 27:00
土記」Vol.1(後)～楽器カ
フェすずらん亭
27:30

542ch スカパー！プレミアムサービス
5月10日
月

5月11日
火

5月12日
水

5月13日
木

4:00 柳家小満ん「裸の嫁入り 桂小文治「宮戸川」～小 柳家さん助「だくだく」／

5月14日
金

5月15日
土

5月16日
日

情報番組

立川らく朝「タンゴ床屋」 桂右團治「くしゃみ講釈」 4:00
～らく朝しおどめ落語会 「誕生日(桂三枝作)」～
《夢 寄席》
池袋演芸場９月上席より 4:30
《粋 らくご》
山遊亭金太郎「宇治の 立川談修「身投げ屋」「 5:00
柴舟」「徂徠豆腐」～池 応挙の幽霊」～立川談
袋演芸場７月上席昼の 修独演会 談修インザダ 5:30
部より《粋 らくご》
ーク Vol.５《夢 寄席》
6:00
嗚呼、成金の壁 #9～楽 嗚呼、成金の壁 #10～ ★笑わせnight！★
器カフェすずらん亭◇瀧 楽器カフェすずらん亭◇ #123～楽器カフェすずら
川鯉八、桂宮治
瀧川鯉八、桂宮治
ん亭◇すいたんすいこう 6:30
、八福☆みずほ、おせつ
匠-TAKUMI- #30
三遊亭鬼丸「締め込み」 柳家燕弥「壺算」～『さん 7:00
内幸町タロ人会より《夢 助 燕弥 ふたり會』《夢
7:30
情報番組
情報番組
情報番組

春風亭勢朝「井戸の茶
文治十八番創りの会《粋 柳家燕弥「子別れ」～『さ 碗」「紺屋高尾」～高度
ん助 燕弥 ふたり會』 勢朝の会《粋 らくご》
Part.2《夢 寄席》
9:00 情報番組
情報番組
情報番組

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
情報番組

金原亭伯楽「藪入り」～
志ん生の遺伝子～祝・
傘寿！亡き志ん朝と切
磋琢磨した朋友が魅せ
情報番組

柳家権太楼「芝浜」～三 柳家東三楼「不動坊」～ 8:00
越落語会特別企画 三 柳家東三楼「遅れてきた
8:30
越師走寄席《粋 らくご》 怪物」《夢 寄席》
情報番組

情報番組

9:00

9:30 放送休止

匠-TAKUMI- #28

匠-TAKUMI- #33

匠-TAKUMI- #27

放送休止

9:30

7:00 匠-TAKUMI- #20

金原亭伯楽「藪入り」～
文治十八番創りの会《粋 柳家燕弥「子別れ」～『さ 志ん生の遺伝子～祝・
らくご》
ん助 燕弥 ふたり會』 傘寿！亡き志ん朝と切
Part.2《夢 寄席》
磋琢磨した朋友が魅せ
古今亭 志ん輔 「真景累 三遊亭遊馬「たちきり」 古今亭 志ん輔 「真景累
ヶ淵」第七段～志ん輔の ～三遊亭遊馬独演会《 ヶ淵」第一段～第六段あ
会より《粋 らくご》
粋 らくご》
らすじ～志ん輔の会より
《粋 らくご》
CSもえよせ 春風亭吉好 嗚呼、成金の壁 #7～楽 嗚呼、成金の壁 #8～楽
のヲタク落語会Vol.20
器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳
(後)～楽器カフェすずら 亭小痴楽、春風亭昇々 亭小痴楽、春風亭昇々
ん亭 ゲスト：後藤沙緒里
匠-TAKUMI- #24
匠-TAKUMI- #23
匠-TAKUMI- #26

7:30 情報番組

情報番組

」「富久」～柳家小満ん
4:30 の会より《粋 らくご》
5:00 三遊亭白鳥「スーパー寿

限無」／三遊亭円丈「遥
5:30 かなるたぬきうどん」《粋

らくご》

6:00 CSもえよせ 春風亭吉好

のヲタク落語会Vol.20
6:30 (前)～楽器カフェすずら

ん亭 ゲスト：後藤沙緒里

情報番組

8:00 桂小文治「宮戸川」～小 柳家さん助「だくだく」／
8:30 らくご》

10:00
10:30
11:00

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
むかし家 今松 独演会
Part.1「鮑のし」「夏の医
者」《粋 らくご》

匠-TAKUMI- #21

匠-TAKUMI- #25

古今亭 志ん輔 「真景累
ヶ淵」第一段～第六段あ
らすじ～志ん輔の会より
《粋 らくご》
瀧川鯉昇「茶の湯」～瀧
川鯉昇独演会より《粋
らくご》

むかし家 今松 独演会 古今亭 志ん輔 「真景累 桂よね吉「質屋蔵」～桂 三遊亭楽生「牛ほめ」「
Part.2「唐茄子屋政談」《 ヶ淵」第七段～志ん輔の よね吉～笑えない会
死神」～第58回三遊亭
粋 らくご》
会より《粋 らくご》
Legacy《夢 寄席》
楽生独演会《夢 寄席》

10:00
10:30

桂小文治「宮戸川」～小 ★笑わせnight！★ #66 隅田川馬石「火焔太鼓」
文治十八番創りの会《粋 ～楽器カフェすずらん亭 ～名人・志ん生も名乗っ
らくご》
◇すいたんすいこう、八 放送休止
福☆みずほ、おせつとき
★笑わせnight！★ #81 桂竹千代「竹千代学習
～楽器カフェすずらん亭 会」Vol.3(前)～楽器カフ
◇すいたんすいこう、八 ェすずらん亭 ゲスト：立
福☆みずほ、おせつとき 川がじら
柳家さん喬「芝浜」小志 桂 宮治 独演会「宮治
ん「千早振る」～祝 柳家 本舗エピソードⅢ」第一
小志ん真打昇進記念 柳 部：「強情灸」「蜘蛛駕籠
家さん喬 独演会 唯一 」《夢 寄席》
無二、至高の話芸！現 情報番組
代落語の最高峰！愛弟
桂夏丸「いが栗」「懐かし 三遊亭藍馬「猿後家」「 立川平林「一目上がり」「 浪曲：真山隼人「名刀稲
のＣＭ」～寿真打昇進披 王子の狐」 真打昇進披 たらちね」～第66回立川 荷丸」/東家三楽「木村
露興行より《夢 寄席》 露興行～元大相撲力士 平林独演会《夢 寄席》 の海」～第３０回日本浪
と結婚し２児のママに。
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

11:00

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
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！★ #65
～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

三遊亭鬼丸「ちきり伊勢
屋」～内幸町タロ人会第
78夜 ＤＪ、コラムニスト
としても活躍する人気噺
情報番組

16:00

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

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

17:30

むかし家 今松 独演会
隅田川馬石「狸札」百栄 Part.1「鮑のし」「夏の医
者」《粋 らくご》
ボヤン寄席 馬石と百栄
20:00 こてんこてんの会３《粋 隅田川馬石「火焔太鼓」
～名人・志ん生も名乗っ
らくご》
20:30 情報番組
情報番組

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
三遊亭鳳楽「鹿政談」～
円生百席に挑戦第41回
情報番組

三遊亭朝橘 ～真打昇進
披露親子会より 三遊亭
圓橘「稲川」、朝橘「お化
け長屋」《夢 寄席》
三遊亭歌太郎「やかん」
～NHK新人落語大賞を
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
柳家小せん「三方一両
損」《粋 らくご》
情報番組

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

三笑亭可龍「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
★笑わせnight！★
★笑わせnight！★ #80
#124～楽器カフェすずら ～楽器カフェすずらん亭
ん亭◇すいたんすいこう ◇すいたんすいこう、八
、八福☆みずほ、おせつ 福☆みずほ、おせつとき
三遊亭わん丈「来場御 桂竹千代「反対俥」「サ
礼」「子ほめのイヤホン オリ９号」桂竹丸「紀州」
ガイド」～新作の神様・ ～竹千代とステキな師
円丈がすべてを託す愛 匠の落語会《夢 寄席》
情報番組
情報番組

19:00 春風亭百栄「ぞろぞろ」
19:30 「芝居の喧嘩」～フラン

21:00 古今亭 志ん輔 「真景累 桂雀々「天神山」～独演 三遊亭鬼丸「ちきり伊勢 立川ぜん馬「らくだ」「芝

ヶ淵」第一段～第六段あ 会『雀々の逸品Vol.3』《
らすじ～志ん輔の会より 粋 らくご》
21:45～三遊亭遊雀「堪
《粋 らくご》
忍袋」「真田小僧」 ～テ
ンポよくたたみかける語
22:00 柳家さん喬「雪の瀬川」
り口。脂が乗り切った爆
～紫綬褒章受章後も日 笑必至の高座を堪能《
々進化を続ける寄席落 粋 らくご》
22:30
語の最高峰！衰え知ら 瀧川鯉橋「時そば」『瀧
ずの底知れぬ「落語力」 川鯉橋独演会～鯉のつ
を堪能！《極 名人噺》 なわたり』～平成２７年
23:00 23:20～鯉斗五十番勝負
北見翼(和妻師)、鏡味味
#11～楽器カフェすずら 千代(太神楽師)『双蝶々
ん亭◇瀧川鯉斗 ゲス 曲輪奇鏡開(ふたつちょ
23:30
ト：柳家緑君
うちょうくるわあやしのか
がみびらき)』～無形文
24:00 24:20～鯉斗五十番勝負 化財にも指定された日
#12～楽器カフェすずら 本古来の奇術・和妻の
ん亭◇瀧川鯉斗 ゲス 数少ない継承者である
24:30
桂米多朗「歳そば」～桂
ト：柳家緑君
米多朗の会《粋 らくご》

屋」～内幸町タロ人会第
78夜 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
柳家花緑「火焔太鼓」「
岸柳島」「天狗裁き」『柳
家花緑独演会』～テレビ
、舞台などでも、ナビゲ
ーターや俳優として幅広
く活躍し、落語界の新し
い未来を切り拓く旗手と
して注目のサラブレッド。
柳家花いち「アニバーサ
リー」東陽町演芸場
produced by 寄席チャン
『ＯＨ！江戸寄席 Vol.3』
～落語！講談！浪曲！
漫才！紙切り！形態模
写！ピン芸！日本の伝
統芸能のすべてが楽し
25:00 25:20～嗚呼、成金の壁 嗚呼、成金の壁 #8～楽 める夢の寄席！《夢 寄
#7～楽器カフェすずらん 器カフェすずらん亭◇柳 席》
亭◇柳亭小痴楽、春風 亭小痴楽、春風亭昇々
25:30
亭昇々
21:30

26:00 26:20～三遊亭歌扇「締

め込み」「竹の水仙」～
故三代目三遊亭圓歌の
26:30
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》
27:00 27:10～桂竹千代「竹千
代の風土記」Vol.2(前)～
楽器カフェすずらん亭
27:30
ゲスト：立川寸志

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。
悲願の還暦前真打昇進
を実現！《鮮 あざやか
桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.2(後)～楽器カ
フェすずらん亭 ゲスト：
立川寸志 桂竹千代「茗
荷宿」、立川寸志「鮫講
釈」

桂 花團治「豊竹屋」～か
みがたらくご花團治の宴
-en-《粋 らくご》
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」

三遊亭楽生「牛ほめ」「
浜」『噺家生活50周年記 死神」～第58回三遊亭
念 立川ぜん馬独演会』 楽生独演会《夢 寄席》
～師匠立川談志の芸の
継承者と言われるほど
実力は折り紙つき！談 柳家東三楼「不動坊」～
志亡き後の落語立川流 柳家東三楼「遅れてきた
をけん引してきた重鎮！ 怪物」《夢 寄席》
人気ラジオパーソナリテ
ィのさこみちよと二人三
脚で数多の大病から生
柳家東三楼「不動坊」～ 金原亭馬生、大谷友右
柳家東三楼「遅れてきた 衛門(歌舞伎役者)『馬生
怪物」《夢 寄席》
・友右衛門二人會 馬と
友』～江戸末期に大流
行した幕間の滑稽芝居「
鈴々舎馬るこ～真打昇 茶番」を再現！金原亭
進披露公演 新ニッポン 総帥と実力派歌舞伎役
の話芸特別篇より 馬る 者の贅沢な競演！《夢
こ「宗悦殺し」、立川こし 寄席》
ら「松竹梅」《夢 寄席》
嗚呼、成金の壁 #9～楽 嗚呼、成金の壁 #10～
器カフェすずらん亭◇瀧 楽器カフェすずらん亭◇
川鯉八、桂宮治
瀧川鯉八、桂宮治

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
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

立川平林「一目上がり」「
たらちね」～第66回立川
平林独演会《夢 寄席》

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

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

16:30
17:00

18:00
18:30

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
瀧川鯉昇『瀧川鯉昇独
演会』～ほかの落語家
では絶対に味わえない“
無敵のおとぼけ”！一度
聴いたらもう病み付き、
癖にならずにはいられな
い落語で笑顔満開！《
粋 らくご》
22:45～金原亭馬玉「お
露新三郎」～三雄会 牡
丹燈籠リレーより《夢
23:15～★笑わせnight！
★ #66～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：レッ
スン祐輝、はまこ・テラこ
24:15～三遊亭扇馬「唖
の釣り」「お見立て」『池
袋演芸場二月中席より』
～粋でいなせな４代目三
遊亭圓馬の遺伝子を継
ぐ最後の弟子が寄席チ
北見翼(和妻師)、鏡味味
千代(太神楽師)『双蝶々
曲輪奇鏡開(ふたつちょ
うちょうくるわあやしのか
がみびらき)』～無形文
化財にも指定された日
本古来の奇術・和妻の
数少ない継承者である
金原亭馬治「お札はがし
」～三雄会 牡丹燈籠リ
レーより《夢 寄席》
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

鈴々舎馬るこ～真打昇
進披露公演 新ニッポン
の話芸特別篇より 馬る
こ「宗悦殺し」、立川こし
三遊亭歌太郎「やかん
なめ」～NHK新人落語大
情報番組

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

ぴろき独演会～松本人 21:00
志が嫉妬した才能にま
すますみがきをかけ
21:30
て！こんな時代だからこ
そ、「明るく陽気に、行き
ましょう」！《夢 寄席》 22:00
22:15～桂歌助「御神酒
徳利」～歌助一笑会《粋
らくご》
22:30

古今亭菊之丞「天狗裁
き」「たちきり」「淀五郎」『
紀尾井らくご 古今亭菊
之丞独演会』～NHKの
大河ドラマ「いだてん」で
は出演者に落語指導も
。師匠・二代目圓菊を通
じて昭和の大名人・五代
目志ん生の芸を受け継
ぐ唯一無二の存在。奇
をてらわず、本寸法をす
山遊亭金太郎「宇治の

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

柴舟」「徂徠豆腐」～池
袋演芸場７月上席昼の
25:30
部より《粋 らくご》
柳家花緑「つる」／台所 26:00
おさん「松曳き」～柳家
花緑一門会より《粋 らく
26:30
ご》
★笑わせnight！★ #65 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：レッスン
祐輝、はまこ・テラこ

542ch スカパー！プレミアムサービス
5月17日
月
4:00 三遊亭遊雀 「熊の皮～

野ざらし」～遊雀ひとり

5月18日
火

5月19日
水

5月20日
木

5月21日
金

5月22日
土

柳家さん助「だくだく」／ 桂歌助「御神酒徳利」～ 三笑亭可龍「蛙茶番」「
柳家燕弥「子別れ」～『さ 歌助一笑会《粋 らくご》 城木屋」～落語界の氷
川きよし！柔らかな語り
Part.2《夢 寄席》
口と艶で魅了《粋 らくご
三遊亭遊雀 「熊の皮～ 立川らく朝「タンゴ床屋」 三遊亭遊雀「堪忍袋」「
野ざらし」～遊雀ひとり ～らく朝しおどめ落語会 真田小僧」 ～テンポよく
会at湯島天神《粋 らくご 《夢 寄席》
たたみかける語り口。脂
》
が乗り切った爆笑必至
★笑わせnight！★ #80 ★笑わせnight！★ #81 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.3(前)～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：立
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき 川がじら
匠-TAKUMI- #24
匠-TAKUMI- #23
匠-TAKUMI- #26

三遊亭道楽「天狗裁き」
三遊亭しゅりけん「真田
小僧」三遊亭らっ好「金
明竹」『三遊亭道楽落語
5:15～桂右團治「くしゃ
み講釈」「誕生日(桂三枝
作)」～池袋演芸場９月
上席より《粋 らくご》
桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.3(後)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：立
川がじら
匠-TAKUMI- #30

桂右團治「くしゃみ講釈」
「誕生日(桂三枝作)」～
池袋演芸場９月上席より
《粋 らくご》
桂歌助「御神酒徳利」～
歌助一笑会《粋 らくご》

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
》
鯉斗に訊け！！#5～楽 鯉斗に訊け！！#6～楽
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：春風亭 川鯉斗 ゲスト：春風亭
昇吾
昇吾
柳家小せん「三方一両 松尾貴史「一文笛」《夢
損」《粋 らくご》
寄席》
情報番組
情報番組

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》
情報番組

立川談修「身投げ屋」「 三遊亭金時「佃祭」～金 8:00
応挙の幽霊」～立川談 時寄席《粋 らくご》
8:30
修独演会 談修インザダ
ーク Vol.５《夢 寄席》
9:00
情報番組
情報番組

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
放送休止

匠-TAKUMI- #27

4:30 会at湯島天神《粋 らくご ん助 燕弥 ふたり會』

》

5:00 金原亭伯楽「藪入り」～
5:30
6:00
6:30
7:00

志ん生の遺伝子～祝・
傘寿！亡き志ん朝と切
磋琢磨した朋友が魅せ
★笑わせnight！★
#124～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
匠-TAKUMI- #20

7:30 情報番組

情報番組

情報番組

8:00 むかし家 今松 独演会

山遊亭金太郎「宇治の
Part.2「唐茄子屋政談」《 柴舟」「徂徠豆腐」～池
袋演芸場７月上席昼の
部より《粋 らくご》
9:00 情報番組
情報番組

三遊亭金時「佃祭」～金 三遊亭楽市「明烏」、三
時寄席《粋 らくご》
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！《
情報番組
三遊亭道楽「天狗裁き」
三遊亭しゅりけん「真田
9:30 匠-TAKUMI- #22
桂右團治「くしゃみ講釈」 柳家東三楼「不動坊」～ 小僧」三遊亭らっ好「金
「誕生日(桂三枝作)」～ 柳家東三楼「遅れてきた 明竹」『三遊亭道楽落語
10:00 桂歌助「御神酒徳利」～ 池袋演芸場９月上席より 怪物」《夢 寄席》
会』～北海道の道楽
歌助一笑会《粋 らくご》 《粋 らくご》
者？が五代目圓楽に惚
10:30
放送休止
放送休止
放送休止
8:30 粋 らくご》

11:00 三遊亭金時「佃祭」～金

時寄席《粋 らくご》
11:30 11:45～鯉斗に訊け！！

5月23日
日
柳家東三楼「不動坊」～ 4:00
柳家東三楼「遅れてきた
4:30
怪物」《夢 寄席》

放送休止

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

9:30
10:00

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》
放送休止

10:30
11:00
11:30

#6～楽器カフェすずらん
12:00 亭◇瀧川鯉斗 ゲスト：
春風亭昇吾
12:30 12:45～春風亭一左「そ
ば清」「粗忽の釘」～言
13:00 葉のひとつひとつを大切
に。師匠・一朝直伝の江
13:30 戸前落語を披露！《鮮
あざやか》
14:00 情報番組

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

14:30 立川平林「一目上がり」「

14:30

たらちね」～第66回立川
15:00 平林独演会《夢 寄席》

15:00

15:30 情報番組

15:30

16:00 嗚呼、成金の壁 #23～

16:00

楽器カフェすずらん亭◇
16:30 柳亭小痴楽、桂宮治

16:30

17:00 情報番組

17:00

17:30 三遊亭丈助(たん丈 改

17:30

18:00 じ太郎」～42歳で新作の の話芸特別篇より 馬る 興行～紆余曲折を乗り

18:00

鈴々舎馬るこ～真打昇 立川吉幸「真田小僧」「 柳家東三楼「不動坊」～ 六代目玉屋柳勢「ねず
メ)「出来心」「老人前座じ 進披露公演 新ニッポン 子別れ」 真打昇進披露 柳家東三楼「遅れてきた み」「大工調べ(上)」～柳
怪物」《夢 寄席》
亭市馬の一番弟子がつ
神様・圓丈に弟子入り。 こ「宗悦殺し」、立川こし 越え入門22年目でめで
いに真打昇進！威勢の
18:30 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
19:00 三遊亭王楽「ふだんの

19:00
立川平林「一目上がり」「 柳家花緑「つる」／台所
たらちね」～第66回立川 おさん「松曳き」～柳家
19:30
柳家ほたる「井戸の茶碗
平林独演会《夢 寄席》 花緑一門会より《粋 らく
」～祝！真打昇進！師
ご》
三遊亭鳳楽「鹿政談」～ 桂 花團治「豊竹屋」～か 匠・権太楼似の天真爛 隅田川馬石「火焔太鼓」 20:00
円生百席に挑戦第41回 みがたらくご花團治の宴 漫な笑顔がお客を包み ～名人・志ん生も名乗っ
20:30
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組

立川吉幸「真田小僧」「
袴」「試し酒」「五人廻し」 子別れ」 真打昇進披露
興行～紆余曲折を乗り
い道場(第三十八回)より 越え入門22年目でめで
20:00 《粋 らくご》
隅田川馬石「火焔太鼓」
～名人・志ん生も名乗っ
20:30 情報番組
情報番組

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》
瀧川鯉橋「時そば」『瀧
川鯉橋独演会～鯉のつ
情報番組

21:00 三笑亭可龍「蛙茶番」「

桂文雀「四段目」「首提 柳家花緑「火焔太鼓」「
灯」～桂文雀独演会《夢 岸柳島」「天狗裁き」『柳
寄席》
家花緑独演会』～テレビ
、舞台などでも、ナビゲ
ーターや俳優として幅広
桂米多朗「歳そば」～桂 く活躍し、落語界の新し
米多朗の会《粋 らくご》 い未来を切り拓く旗手と
して注目のサラブレッド。
三遊亭道楽「天狗裁き」 柳家花いち「アニバーサ
三遊亭しゅりけん「真田 リー」東陽町演芸場
小僧」三遊亭らっ好「金 produced by 寄席チャン
明竹」『三遊亭道楽落語 山遊亭金太郎「宇治の
柴舟」「徂徠豆腐」～池
会』～北海道の道楽
者？が五代目圓楽に惚 袋演芸場７月上席昼の
れて弟子入り。古典落語 部より《粋 らくご》
を現代の観客に自然に
立川平林「一目上がり」「 柳家花緑「つる」／台所
たらちね」～第66回立川 おさん「松曳き」～柳家
平林独演会《夢 寄席》 花緑一門会より《粋 らく
24:40～★笑わせnight！
★ #81～楽器カフェすず
らん亭◇すいたんすいこ
★笑わせnight！★ #80 う、八福☆みずほ、おせ
～楽器カフェすずらん亭 つときょうた ゲスト：セ
◇すいたんすいこう、八 ンス爆発女、左利き
福☆みずほ、おせつとき 25:35～江戸写し絵社中
ょうた ゲスト：キラーコ 旗揚げ公演～幻の芸能
、平成最後の春に日本
ンテンツ、魔族
桂よね吉、茂山千五郎、 橋で上演～新内三味線
茂山茂 落言「太郎冠者 の人間国宝、怪談噺の
伝説」～笑えない会
第一人者も登場！「だる
Legacy《夢 寄席》
ま夜話」「牡丹灯籠」「日
高川入相花王」《夢 寄
★笑わせnight！★ #68 27:05～嗚呼、成金の壁
～楽器カフェすずらん亭 #23～楽器カフェすずら
◇すいたんすいこう、八 ん亭◇柳亭小痴楽、桂
福☆みずほ、おせつとき 宮治
ょうた ゲスト：錦鯉、あ
んじぇら

19:30 ～三遊亭王楽のにぎわ

三遊亭道楽「天狗裁き」
三遊亭しゅりけん「真田
小僧」三遊亭らっ好「金
明竹」『三遊亭道楽落語
会』～北海道の道楽
者？が五代目圓楽に惚
れて弟子入り。古典落語
を現代の観客に自然に
22:30
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
23:00 ★笑わせnight！★ #67
て！こんな時代だからこ
～楽器カフェすずらん亭 そ、「明るく陽気に、行き
◇すいたんすいこう、八 ましょう」！《夢 寄席》
23:30
福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト：錦鯉、あ
んじぇら
24:00 立川吉幸「真田小僧」「
金原亭馬生、大谷友右
子別れ」 真打昇進披露 衛門(歌舞伎役者)『馬生
興行～紆余曲折を乗り ・友右衛門二人會 馬と
24:30
越え入門22年目でめで 友』～江戸末期に大流
たく真打に！新真打らし 行した幕間の滑稽芝居「
からぬ端正な語り口を披
25:00 むかし家
今松 独演会 茶番」を再現！金原亭
Part.1「鮑のし」「夏の医 総帥と実力派歌舞伎役
者の贅沢な競演！《夢
者」《粋 らくご》
25:30
寄席》
城木屋」～落語界の氷
川きよし！柔らかな語り
21:30
口と艶で魅了《粋 らくご
》
22:00 むかし家 今松 独演会
Part.2「唐茄子屋政談」《
粋 らくご》

26:00 柳家ほたる「井戸の茶碗 六代目玉屋柳勢「ねず

」～祝！真打昇進！師
匠・権太楼似の天真爛
26:30
漫な笑顔がお客を包み
こむ《夢 寄席》
27:00 ★笑わせnight！★ #66
～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：レッスン
祐輝、はまこ・テラこ

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#67
★笑わせnight！★
～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：錦鯉、あ
んじぇら

18:30

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
》

柳家権太楼「井戸の茶
碗」「藪入り」『柳家権太
楼独演会』～紫綬褒章も
受賞の落語界の「爆笑
王」が、コロナ禍に自ら
三遊亭圓雀「花筏」「風 を鼓舞するために行った
呂敷」～池袋演芸場10 ひとり独演会の成果を披
月中席『春馬改メ六代目 露！《極 名人噺》
三遊亭圓雀襲名披露興
行』《粋 らくご》
瀧川鯉昇『瀧川鯉昇独 嗚呼、成金の壁 #24～
演会』～ほかの落語家 楽器カフェすずらん亭◇
では絶対に味わえない“ 柳亭小痴楽、桂宮治
無敵のおとぼけ”！一度
聴いたらもう病み付き、
癖にならずにはいられな 春雨や雷蔵「寝床」～『
い落語で笑顔満開！《 雷蔵八百夜416夜 春雨
粋 らくご》
や雷蔵独演会』人生100
年時代を先取りしたチャ
レンジを続ける「春雨や」
一門の頂点！月イチ800
桂竹千代「竹千代学習 金原亭馬生、大谷友右
会」Vol.3(前)～楽器カフ 衛門(歌舞伎役者)『馬生
ェすずらん亭 ゲスト：立 ・友右衛門二人會 馬と
川がじら
友』～江戸末期に大流
行した幕間の滑稽芝居「
はばたけ！若手浪曲師 茶番」を再現！金原亭
の会～これが浪曲の夜 総帥と実力派歌舞伎役
明けぜよ～(前編)◇東 者の贅沢な競演！《夢
家孝太郎、港家小ゆき、 寄席》
国本はる乃《夢 寄席》
嗚呼、成金の壁 #24～ 嗚呼、成金の壁 #25～
楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

おせつときょうた『おせつ
ときょうた、結成５周年記
念ライブ 縵才のはじま
り～漫才の歴史と古典
漫才の復活』～「漫才新
人大賞」優勝の演芸界
期待のホープが、ホール
独演会で漫才の歴史と、
桂よね吉「不動坊」～『
笑えない会Legacy』より《
夢 寄席》

21:00

北見翼(和妻師)、鏡味味
千代(太神楽師)『双蝶々
曲輪奇鏡開(ふたつちょ
うちょうくるわあやしのか
がみびらき)』～無形文
化財にも指定された日
本古来の奇術・和妻の
数少ない継承者である
はばたけ！若手浪曲師
の会～これが浪曲の夜
明けぜよ～(後編)◇玉
川奈々福、天中軒涼月、
澤勇人《夢 寄席》

23:30

21:30
22:00
22:30
23:00

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

金原亭馬玉「お露新三 26:30
郎」～三雄会 牡丹燈籠
リレーより《夢 寄席》
嗚呼、成金の壁 #26～ 27:00
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八
27:30

542ch スカパー！プレミアムサービス
5月24日
月

5月25日
火

4:00 三遊亭道楽「天狗裁き」

三遊亭遊雀 「熊の皮～
三遊亭しゅりけん「真田 野ざらし」～遊雀ひとり
会at湯島天神《粋 らくご
明竹」『三遊亭道楽落語 》
5:15～春風亭笑好「ぜん 桂歌助「御神酒徳利」～
ざい公社」「短命」～真 歌助一笑会《粋 らくご》
面目で研究熱心、でもそ
れ以上に競馬、プロレス
桂竹千代「竹千代の風 桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.1(前)～楽器カ 土記」Vol.1(後)～楽器カ
フェすずらん亭
フェすずらん亭

5月26日
水

5月27日
木

5月28日
金

5月29日
土

5月30日
日

7:00 匠-TAKUMI- #20

匠-TAKUMI- #24

7:30 情報番組

情報番組

情報番組

情報番組

8:00 三遊亭圓雀「花筏」「風

三遊亭楽生「牛ほめ」「
死神」～第58回三遊亭

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》
情報番組

桂よね吉「不動坊」～『 三遊亭楽市「明烏」、三
笑えない会Legacy』より《 遊亭栄豊満「牛ほめ」～
夢 寄席》
円楽一門会の気鋭噺家
の高座をじっくり堪能！《
情報番組
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
情報番組

三遊亭楽生「牛ほめ」「 8:00
死神」～第58回三遊亭
楽生独演会《夢 寄席》 8:30
情報番組

9:00

匠-TAKUMI- #28

匠-TAKUMI- #33

匠-TAKUMI- #27

放送休止

9:30

桂歌助「御神酒徳利」～ 三遊亭道楽「天狗裁き」
歌助一笑会《粋 らくご》 三遊亭しゅりけん「真田
小僧」三遊亭らっ好「金
明竹」『三遊亭道楽落語
嗚呼、成金の壁 #10～ 会』～北海道の道楽
楽器カフェすずらん亭◇ 者？が五代目圓楽に惚
放送休止
瀧川鯉八、桂宮治

10:00

★笑わせnight！★ #65
～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
鈴々舎馬るこ～真打昇
進披露公演 新ニッポン
の話芸特別篇より 馬る
こ「宗悦殺し」、立川こし
情報番組

柳家さん助「だくだく」／
柳家燕弥「子別れ」～『さ
ん助 燕弥 ふたり會』
Part.2《夢 寄席》
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
★笑わせnight！★ #66
～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
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

★笑わせnight！★ #67
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
立川平林「一目上がり」「
たらちね」～第66回立川
平林独演会《夢 寄席》

12:00

情報番組

14:00

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

三遊亭鬼丸「ちきり伊勢
屋」～内幸町タロ人会第
78夜 ＤＪ、コラムニスト
としても活躍する人気噺
情報番組

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》
情報番組

14:30

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

呂敷」～池袋演芸場10

8:30 月中席『春馬改メ六代目 楽生独演会《夢 寄席》

三遊亭圓雀襲名披露興

9:00 情報番組

情報番組

9:30 匠-TAKUMI- #22

三遊亭道楽「天狗裁き」 匠-TAKUMI- #25
三遊亭しゅりけん「真田
三遊亭遊雀 「熊の皮～
柳家東三楼「遅れてきた 明竹」『三遊亭道楽落語 野ざらし」～遊雀ひとり
10:30 怪物」《夢 寄席》
会at湯島天神《粋 らくご
会』～北海道の道楽
者？が五代目圓楽に惚 》
11:00 桂よね吉「質屋蔵」～桂 桂よね吉「不動坊」～『
古今亭 志ん輔 「真景累
よね吉～笑えない会
笑えない会Legacy』より《 ヶ淵」第七段～志ん輔の
11:30 Legacy《夢 寄席》
夢 寄席》
会より《粋 らくご》
10:00 柳家東三楼「不動坊」～ 小僧」三遊亭らっ好「金

12:00 鯉斗五十番勝負#11～

楽器カフェすずらん亭◇
12:30 瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
緑君
13:00 三遊亭歌扇「締め込み」
「竹の水仙」～故三代目
13:30 三遊亭圓歌の最後の弟
子。内弟子として継承し
14:00 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
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

14:30 はばたけ！若手浪曲師 はばたけ！若手浪曲師

の会～これが浪曲の夜
15:00 明けぜよ～(前編)◇東
家孝太郎、港家小ゆき、
15:30 情報番組

の会～これが浪曲の夜
明けぜよ～(後編)◇玉
川奈々福、天中軒涼月、
澤勇人《夢 寄席》

情報番組

桂歌助「御神酒徳利」～ 三遊亭遊雀 「熊の皮～
歌助一笑会《粋 らくご》 野ざらし」～遊雀ひとり
会at湯島天神《粋 らくご
》
桂右團治「くしゃみ講釈」 三遊亭道楽「天狗裁き」
「誕生日(桂三枝作)」～ 三遊亭しゅりけん「真田
池袋演芸場９月上席より 小僧」三遊亭らっ好「金
《粋 らくご》
明竹」『三遊亭道楽落語
鯉斗五十番勝負#10～ 会』～北海道の道楽
楽器カフェすずらん亭◇ 者？が五代目圓楽に惚
鯉斗五十番勝負#11～
瀧川鯉斗「紺屋高尾」
楽器カフェすずらん亭◇
ゲスト：柳亭市弥
三遊亭鳳楽「鹿政談」～ 瀧川鯉斗 ゲスト：柳家
円生百席に挑戦第41回 緑君
情報番組
情報番組

4:00

立川らく朝「タンゴ床屋」 桂右團治「くしゃみ講釈」 柳家東三楼「不動坊」～
～らく朝しおどめ落語会 「誕生日(桂三枝作)」～ 柳家東三楼「遅れてきた
《夢 寄席》
池袋演芸場９月上席より 怪物」《夢 寄席》
《粋 らくご》
三笑亭可龍「蛙茶番」「 三遊亭遊雀「堪忍袋」「 立川らく朝「タンゴ床屋」
城木屋」～落語界の氷 真田小僧」 ～テンポよく ～らく朝しおどめ落語会
川きよし！柔らかな語り たたみかける語り口。脂 《夢 寄席》
口と艶で魅了《粋 らくご が乗り切った爆笑必至
桂竹千代「竹千代の風 桂竹千代「竹千代の風 鯉斗五十番勝負#9～楽
土記」Vol.2(前)～楽器カ 土記」Vol.2(後)～楽器カ 器カフェすずらん亭◇瀧
フェすずらん亭 ゲスト： フェすずらん亭 ゲスト： 川鯉斗「転失気」、ゲス
立川寸志
立川寸志 桂竹千代「茗 ト：柳亭市弥「転宅」
匠-TAKUMI- #23
匠-TAKUMI- #26
匠-TAKUMI- #30

4:30 小僧」三遊亭らっ好「金

おさん「松曳き」～柳家

柳家ほたる「井戸の茶碗 六代目玉屋柳勢「ねず
」～祝！真打昇進！師 み」「大工調べ(上)」～柳
亭市馬の一番弟子がつ
漫な笑顔がお客を包み いに真打昇進！威勢の
情報番組
情報番組

桂よね吉、茂山千五郎、
茂山茂 落言「太郎冠者
伝説」～笑えない会
Legacy《夢 寄席》
情報番組

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》
情報番組

ご》
18:30 情報番組
19:00 三遊亭王楽「だくだく」「

不幸者」「徂徠豆腐」～
19:30 第三十九回にぎわい道

桂よね吉、茂山千五郎、
茂山茂 落言「太郎冠者
伝説」～笑えない会
Legacy《夢 寄席》
金原亭馬治「お札はがし
」～三雄会 牡丹燈籠リ
情報番組

江戸写し絵社中 旗揚
げ公演～幻の芸能、平
成最後の春に日本橋で
上演～新内三味線の人
間国宝、怪談噺の第一
人者も登場！「だるま夜
情報番組

はばたけ！若手浪曲師
の会～これが浪曲の夜
明けぜよ～(前編)◇東
家孝太郎、港家小ゆき、
桂米多朗「歳そば」～桂
米多朗の会《粋 らくご》
情報番組

20:00

場《粋 らくご》

20:30 情報番組
21:00 三遊亭遊雀 「熊の皮～

『ＯＨ！江戸寄席 Vol.3』
～落語！講談！浪曲！
漫才！紙切り！形態模
写！ピン芸！日本の伝
統芸能のすべてが楽し
める夢の寄席！《夢 寄
席》

三遊亭道楽「天狗裁き」
三遊亭しゅりけん「真田
小僧」三遊亭らっ好「金
明竹」『三遊亭道楽落語
会』～北海道の道楽
者？が五代目圓楽に惚
22:20～三遊亭金時「佃
祭」～金時寄席《粋 らく
ご》

柳家さん助「だくだく」／
野ざらし」～遊雀ひとり 柳家燕弥「子別れ」～『さ
会at湯島天神《粋 らくご ん助 燕弥 ふたり會』
21:30
》
Part.2《夢 寄席》

桂やまと「文七元結(補
訂／岡田嘉夫)」～第34
回桂やまと独演会《夢
寄席》
情報番組

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》
22:00 三遊亭楽生「牛ほめ」「 山遊亭金太郎「宇治の ぴろき独演会～松本人
死神」～第58回三遊亭 柴舟」「徂徠豆腐」～池 志が嫉妬した才能にま
楽生独演会《夢 寄席》 袋演芸場７月上席昼の すますみがきをかけ
22:30
部より《粋 らくご》
て！こんな時代だからこ
そ、「明るく陽気に、行き
ましょう」！《夢 寄席》
23:00 嗚呼、成金の壁 #25～ おせつときょうた『おせつ 23:15～嗚呼、成金の壁
楽器カフェすずらん亭◇ ときょうた、結成５周年記 #26～楽器カフェすずら
柳亭小痴楽、瀧川鯉八 念ライブ 縵才のはじま ん亭◇柳亭小痴楽、瀧
23:30
り～漫才の歴史と古典 川鯉八
漫才の復活』～「漫才新
24:00 柳家ほたる「井戸の茶碗 人大賞」優勝の演芸界 24:15～三遊亭金時「佃
」～祝！真打昇進！師 期待のホープが、ホール 祭」～金時寄席《粋 らく
匠・権太楼似の天真爛 独演会で漫才の歴史と、 ご》
24:30
漫な笑顔がお客を包み 柳家権太楼「井戸の茶
碗」「藪入り」『柳家権太
こむ《夢 寄席》
楼独演会』～紫綬褒章も
25:00 鯉斗に訊け！！#5～楽
受賞の落語界の「爆笑 鯉斗に訊け！！#6～楽
器カフェすずらん亭◇瀧 王」が、コロナ禍に自ら 器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭 を鼓舞するために行った 川鯉斗 ゲスト：春風亭
25:30
昇吾
ひとり独演会の成果を披 昇吾
露！《極 名人噺》
26:00 浪曲：真山隼人「名刀稲
瀧川鯉朝「宮戸川」「あ
荷丸」/東家三楽「木村
いつのいない朝」～池袋
の海」～第３０回日本浪
演芸場８月中席より《夢
26:30
曲協会大演芸まつり《夢 柳家燕弥「壺算」～『さん 寄席》
助
燕弥
ふたり會』《夢
寄席》
寄席》
27:00 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
のヲタク落語会Vol.19
のヲタク落語会Vol.19
のヲタク落語会Vol.20
(前)～楽器カフェすずら (後)～楽器カフェすずら (前)～楽器カフェすずら
27:30
ん亭 ゲスト：喜安浩平
ん亭 ゲスト：喜安浩平
ん亭 ゲスト：後藤沙緒里

柳家権太楼「井戸の茶
碗」「藪入り」『柳家権太
楼独演会』～紫綬褒章も
嗚呼、成金の壁 #7～楽 受賞の落語界の「爆笑
器カフェすずらん亭◇柳 王」が、コロナ禍に自ら
亭小痴楽、春風亭昇々 を鼓舞するために行った
ひとり独演会の成果を披
露！《極 名人噺》
瀧川鯉橋「時そば」『瀧
川鯉橋独演会～鯉のつ
なわたり』～平成２７年
桂竹千代「竹千代の風 桂竹千代「竹千代の風
土記」Vol.1(前)～楽器カ 土記」Vol.1(後)～楽器カ
フェすずらん亭
フェすずらん亭

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

11:00
11:30

12:30
13:00
13:30

15:00
15:30
16:00

のヲタク落語会Vol.20
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 異母兄弟～大根多厚バ
16:30 (後)～楽器カフェすずら 亭小痴楽、春風亭昇々 亭小痴楽、春風亭昇々 川鯉八、桂宮治
ージョン」～伝説のコイタ
ん亭 ゲスト：後藤沙緒里
ナイト～RE・BIRTH～《
17:00 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組

18:00 花緑一門会より《粋 らく 匠・権太楼似の天真爛

5:00

10:30

16:00 CSもえよせ 春風亭吉好 嗚呼、成金の壁 #7～楽 嗚呼、成金の壁 #8～楽 嗚呼、成金の壁 #9～楽 瀧川鯉太「錦の袈裟」「

17:30 柳家花緑「つる」／台所

4:30

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30

★笑わせnight！★
#123～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
情報番組
金原亭世之介「文七元
結」金原亭乃ゝ香「王子
の狐／金明竹」金原亭
杏寿「一目上がり」金原
亭駒平「まんじゅう怖い」
～寄席で評判の美しす
ぎる落語家がついに二
ツ目昇進！師匠はじめ
一門でお祝い！《鮮 あ
ざやか》

おせつときょうた『おせつ
ときょうた、結成５周年記
念ライブ 縵才のはじま
り～漫才の歴史と古典
漫才の復活』～「漫才新
人大賞」優勝の演芸界
期待のホープが、ホール
独演会で漫才の歴史と、
瀧川鯉昇『瀧川鯉昇独
演会』～ほかの落語家
では絶対に味わえない“
無敵のおとぼけ”！一度
聴いたらもう病み付き、
桂文雀「四段目」「首提 桂やまと「花見の仇討ち 癖にならずにはいられな
灯」～桂文雀独演会《夢 」～第34回桂やまと独演 い落語で笑顔満開！《
粋 らくご》
寄席》
会《夢 寄席》

20:00
20:30

瀧川鯉昇「武助馬」「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、最も人気
のある噺家の１人として
君臨！確かな芸に裏打
22:08～三遊亭楽市「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》
金原亭馬生、大谷友右
衛門(歌舞伎役者)『馬生
・友右衛門二人會 馬と
友』～江戸末期に大流
行した幕間の滑稽芝居「
茶番」を再現！金原亭
総帥と実力派歌舞伎役
者の贅沢な競演！《夢
寄席》

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

桂竹千代「竹千代の風 25:00
土記」Vol.2(前)～楽器カ
フェすずらん亭 ゲスト：
25:30
立川寸志

瀧川鯉太「錦の袈裟」「 26:00
異母兄弟～大根多厚バ
ージョン」～伝説のコイタ
26:30
ナイト～RE・BIRTH～《
夢 寄席》
CSもえよせ 春風亭吉好 嗚呼、成金の壁 #7～楽 嗚呼、成金の壁 #8～楽 嗚呼、成金の壁 #9～楽 27:00
のヲタク落語会Vol.20
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
(後)～楽器カフェすずら 亭小痴楽、春風亭昇々 亭小痴楽、春風亭昇々 川鯉八、桂宮治
27:30
ん亭 ゲスト：後藤沙緒里

542ch スカパー！プレミアムサービス
5月31日
月
4:00 桂小文治「宮戸川」～小

4:00

文治十八番創りの会《粋
4:30 らくご》

4:30

5:00 桂雀々「天神山」～独演

5:00

会『雀々の逸品Vol.3』《
5:30 粋 らくご》

5:30

6:00 鯉斗五十番勝負#9～楽

6:00

器カフェすずらん亭◇瀧
6:30 川鯉斗「転失気」、ゲス
ト：柳亭市弥「転宅」
7:00 匠-TAKUMI- #23

6:30
7:00

7:30 情報番組

7:30

8:00 柳家さん喬「雪の瀬川」

8:00

～紫綬褒章受章後も日
8:30 々進化を続ける寄席落

語の最高峰！衰え知ら
9:00 ずの底知れぬ「落語力」
を堪能！《極 名人噺》
9:30 情報番組

8:30
9:00
9:30

10:00 匠-TAKUMI- #30

10:00

10:30 三遊亭白鳥「スーパー寿

10:30

限無」／三遊亭円丈「遥
11:00 かなるたぬきうどん」《粋
らくご》
11:30 放送休止

11:00
11:30

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

18:00

18:00

18:30

18:30

19:00

19:00

19:30 昔昔亭桃太郎「やかん」

19:30

「夜店風景」～比類なき
20:00 おもしろさ！誰にも似て
いない芸風とブラックユ
20:30 情報番組
21:00 むかし家 今松 独演会
21:30

Part.1「鮑のし」「夏の医
者」《粋 らくご》

22:00 金原亭伯楽「藪入り」～

志ん生の遺伝子～祝・
傘寿！亡き志ん朝と切
22:30
磋琢磨した朋友が魅せ
る！《粋 らくご》
23:00 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
23:30 23:50～春風亭一左「そ
ば清」「粗忽の釘」～言
葉のひとつひとつを大切
24:00
に。師匠・一朝直伝の江
戸前落語を披露！《鮮
24:30 あざやか》
25:00 ★笑わせnight！★ #67

～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
25:30
福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト：錦鯉、あ
26:00 んじぇら
鈴々舎八ゑ馬「南京屋
政談」～独演会 八ゑ馬
祭り #えばフェス《夢 寄
26:30
席》
27:00 嗚呼、成金の壁 #7～楽
27:30

器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、春風亭昇々

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

