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月亭　秀都 森乃　石松
こっこ

（一輪車）
桂　米輔 仲入り 林家　そめすけ 笑福亭　由瓶 桂　小枝

月亭　秀都 森乃　石松
こっこ

（一輪車）
桂　米輔 仲入り 林家　そめすけ 桂　歌之助 桂　米二

月亭　秀都 森乃　石松
こっこ

（一輪車）
桂　米輔 仲入り 林家　そめすけ 笑福亭　鉄瓶 桂　小枝

月亭　秀都 森乃　石松
こっこ

（一輪車）
桂　米輔 仲入り 林家　染雀 桂　ちょうば 桂　小枝

林家　愛染 桂　吉坊
豊来家　玉之助

（太神楽）
桂　吉弥 仲入り 月亭　方正 桂　三扇 桂　春団治

林家　愛染 桂　吉坊
豊来家　幸輝
（太神楽）

桂　雀三郎 仲入り 笑福亭　松喬 桂　三扇 桂　小文枝

林家　愛染 桂　吉坊
豊来家　玉之助

（太神楽）
桂　雀三郎 仲入り 桂　吉弥 桂　三扇 笑福亭　福笑

林家　愛染 桂　吉坊
豊来家　玉之助

（太神楽）
桂　小枝 仲入り 桂　文之助 桂　三扇 桂　福団治

林家　愛染 桂　吉坊
豊来家　玉之助

（太神楽）
笑福亭　福笑 仲入り 桂　梅団治 桂　三扇 桂　福団治

林家　愛染 桂　吉坊
豊来家　玉之助

（太神楽）
桂　米團治 仲入り 笑福亭　学光 桂　三扇 月亭　八方

桂　三語 桂　吉坊
豊来家　玉之助

（太神楽）
桂　米團治 仲入り 口上 桂　小枝 桂　文枝

笑福亭　大智 露の　団姫 桂　朝太郎 笑福亭　仁福 仲入り 笑福亭　円笑 桂　壱之輔 笑福亭　仁智

笑福亭　大智 露の　団姫 桂　朝太郎 笑福亭　仁福 仲入り 笑福亭　円笑 桂　壱之輔 笑福亭　仁智

桂　慶治朗 露の　眞 桂　朝太郎 笑福亭　仁福 仲入り 笑福亭　円笑 桂　壱之輔 笑福亭　仁智

桂　慶治朗 露の　紫 桂　朝太郎 笑福亭　仁福 仲入り 笑福亭　円笑 桂　壱之輔 桂　米二

桂　りょうば 露の　団姫 桂　朝太郎 笑福亭　仁福 仲入り 笑福亭　円笑 桂　壱之輔 桂　米二

笑福亭　大智 桂　ぽんぽ娘 桂　米平 笑福亭　仁福 仲入り 桂　朝太郎 桂　壱之輔 笑福亭　仁智

笑福亭　大智 露の　眞 桂　朝太郎 笑福亭　仁福 仲入り 桂　米平 桂　壱之輔 笑福亭　仁智

桂　鞠輔 笑福亭　呂好 笑福亭　由瓶 桂　よね吉 仲入り 桂　米平
二代目　宮　史郎
（津軽三味線）

桂　春若

笑福亭　大智 月亭　天使 笑福亭　由瓶 桂　よね吉 仲入り 桂　米平
二代目　宮　史郎
（津軽三味線）

桂　春若

笑福亭　大智 月亭　天使 笑福亭　由瓶 桂　よね吉 仲入り 桂　米平
二代目　宮　史郎
（津軽三味線）

桂　春若

桂　鞠輔 月亭　天使 笑福亭　鉄瓶 笑福亭　由瓶 仲入り 桂　米平
二代目　宮　史郎
（津軽三味線）

桂　春若

桂　鞠輔 笑福亭　呂好 桂　阿か枝 桂　よね吉 仲入り 桂　米平
二代目　宮　史郎
（津軽三味線）

桂　春若

桂　鞠輔 笑福亭　呂好 笑福亭　由瓶 桂　よね吉 仲入り 笑福亭　円笑
二代目　宮　史郎
（津軽三味線）

桂　春若

桂　鞠輔 笑福亭　呂好 笑福亭　由瓶 桂　よね吉 仲入り 桂　米平
二代目　宮　史郎
（津軽三味線）

桂　春若

桂　恩狸 桂　そうば
キビート

（ジャグリング）
笑福亭　鶴二 仲入り 笑福亭　遊喬 桂　阿か枝 桂　福団治

桂　恩狸 桂　そうば
キビート

（ジャグリング）
笑福亭　鶴二 仲入り 笑福亭　遊喬 桂　阿か枝 桂　福団治

桂　恩狸 桂　そうば
キビート

（ジャグリング）
笑福亭　鶴二 仲入り 笑福亭　遊喬 桂　阿か枝 笑福亭　仁智

桂　恩狸 桂　そうば
キビート

（ジャグリング）
笑福亭　鶴二 仲入り 笑福亭　遊喬 笑福亭　鉄瓶 桂　福団治

桂　恩狸 桂　そうば
キビート

（ジャグリング）
笑福亭　鶴二 仲入り 笑福亭　遊喬 桂　阿か枝 桂　福団治

桂　恩狸 露の　眞
キビート

（ジャグリング）
笑福亭　鶴二 仲入り 笑福亭　遊喬 桂　阿か枝 笑福亭　仁智

※6/5（土）よりチケット発売

（木・祝）

( 水 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喜楽館3周年特別公演　　　　 ※前売3,000円　　当日3,500円　各種割引なし  　※5/29（土）よりチケット発売開始

27日

( 土 )

18日 ( 日 )

19日 ( 月 )

( 金 )

14日 ( 水 )

20日

17日

第15回繁昌亭大賞　桂 よね吉  / 　奨励賞　笑福亭 由瓶　受賞記念ウィーク

31日 ( 土 )

( 火 )

23日（金・祝）

24日 ( 土 )

28日 ( 水 )

29日

25日 ( 日 )

30日

( 木 )

26日 ( 月 )

      上方落語の定席

2日 ( 金 )

 ★上演時間は連日14時～16時20分頃 【全席指定】 ★開場は開演の30分前です。
【料金】一般前売：2,300円 当日：2,800円 65歳以上：2,300円 障がい者･学生：2,000円 小中学生：1,500円  　※7/5（月）～7/11（日）開館3周年記念公演を除く昼席

1日 ( 木 )

※6/5（土）よりチケット発売

6日 ( 火 )

7日 ( 水 )

8日 ( 木 )

15日 ( 木 )

( 金 )

10日 ( 土 )

11日 ( 日 )

各種公演の詳細はホームページをご覧ください。
「喜楽館」で検索、https://kobe-kirakukan.jp/

★前売券が完売の折は当日券の販売はございません。
★公演中は携帯電話の電源をお切りください。
★未就学児童の入場はご遠慮ください。
★都合により出演者や番組の一部が変更する場合がございます。
★公演中の写真撮影・録音録画、
　客席でのお食事・飲酒はお断りしております。

9日

●前売券の購入
①喜楽館の窓口で購入いただけます。営業時間は11:00～17:00　夜席がある場合は～19:00
　　 ☎078-335-7088
②チケットぴあで購入する方法
■ホームぺージでの購入「喜楽館」で検索のうえ「喜楽館ホームページ」から
チケットぴあにお進みください。
■お近くのセブンイレブンで購入いただけます。
事前にご希望の番組を喜楽館ホームページでお確かめ下さい。
1.「マルチコピー機」の場所を尋ねてください。
2. タッチパネルから「チケットぴあ」を選んでタッチ。Ｐコード「５９７－４１０」を入力します。
3. ご希望の公演日、公演時間を選びます。あとは指示に従って必要事項を入力、レジで支払い発券！
■電話からガイダンスに従い予約 ☎0570-02-9999で。
※喜楽館の窓口以外でチケットをお求めの場合、それぞれ手数料がかかります。

( 金 )

3日 ( 土 )

4日 ( 日 )

5日 ( 月 )

13日 ( 火 )

22日

( 火 )

21日

16日

12日 ( 月 )

昼席公演スケジュール

2021年7月

座席数は間隔を空けて半数以下となり、従業員のマスク着用・来場者の検温実施・館内の消毒

・換気（常時、休憩時等）など新型コロナウィルス感染拡大防止対策を万全にして行います。



2021年6月2日現在

18：00
開　演

18：00
開　演

18：30
開　演

18：00
開　演

18：00
開　演

19：00
開　演

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お客様にはご来館にあたり、下記の通りご理解・ご協力をお願い申し上げます。

・館内では入・退場時を含め、マスクの着用をお願いいたします。
・ご来館前に発熱や咳・喉痛等があり体調不良の方、帰国後2週間以内の方はご入場をお控えください。
・ご入場時、全てのお客様にスタッフによる検温、手指の消毒を行います。また、咳エチケットや手洗いなどの対策にご協力ください。
・お客様の密集を避けるため、館内スタッフより整列や段階的な出入り等をお願いする場合がございます。
・チケット購入時、また公演当日にお名前・ご連絡先の提出又は兵庫県新型コロナ追跡システムへの登録をお願いいたします。
   頂いた個人情報は、コロナウイルス関連の非常時連絡先としてのみ使用させて頂きます。

当館スタッフも健康に留意し、館内の消毒や換気など感染防止に努めてまいります。
マスクを着用しながらの対応となりますが、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

喜楽館 de ブルース　Shun ＆ Tammy
【料金】前売：3,000円　　当日：3,500円（指定席）
【出演】菊田俊介　Tammy　手原拓也
【お問い合わせ先】音楽からお口の健康を考える　高端歯科（takashika@kcc.zaq.ne.jp）

7月31日
（土）

7月10日
（土）

米二　松喬　銀瓶　三人会＠喜楽館vol.2
【料金】前売：3,500円　　当日：4,000円（指定席）
【出演】桂米二　笑福亭松喬　笑福亭銀瓶
【お問い合わせ先】神戸新開地・喜楽館（078-335-7088）

7月18日
（日）

7月25日
（日）

福笑！食べ物落語会～夏バテ防止に食いまくれ！～
【料金】前売：3,000円　　当日：3,500円（指定席）
【出演】笑福亭福笑　笑福亭たま　桂白鹿　桂源太
【お問い合わせ先】神戸新開地・喜楽館（078-335-7088）

林家菊丸・笑福亭由瓶ニューモデルチェンジ落語会 vol.7
【料金】前売：2,500円　　当日：3,000円（自由席・整理番号有り）
【出演】林家菊丸　笑福亭由瓶
【お問い合わせ先】由瓶落語会事務局（090-5167-2665）

　　　上方落語の定席

夜席
 ★上演時間、料金、座席の設定は公演ごとに異なります。最新の公演情報はホームページでご確認ください。

 ★開場時間の記載が特にない場合は開演の30分前です。

7月11日
（日）

喜楽館でYOU-HEY！落語会vol.8
【料金】前売：2,500円　　当日：3,000円（自由席・整理番号有り）
【出演】笑福亭由瓶　桂米紫　桂九ノ一
【お問い合わせ先】由瓶落語会事務局（090-5167-2665）

7月17日
（土）

花詩歌タカラヅカ in KOBE ～10周年記念！名場面集＆あこがれのお役❤～
【料金】前売：3,000円　　当日：3,500円（指定席）
【出演】桂 あやめ／桂 春雨／笑福亭 生喬／林家 染雀／笑福亭 松五／笑福亭 生寿／月亭 天使／桂 おとめ／桂 笑金／立川 らく次／
中田 まなみ／真山 隼人／沢村 さくら／めぐ まりこ／こっこ／ヴァチスト 太田／暁 あんこ／リピート 山中／フランシー 堺
【お問い合わせ先】茶臼山舞台（06-6775-9745）

朝席・夜席公演スケジュール

2021年7月

●前売券の購入方法
①喜楽館の窓口で購入いただけます。営業時間は11:00～19:00です。

☎078-335-7088

②チケットぴあで購入する方法

■ホームぺージでの購入 「喜楽館」で検索のうえ

「喜楽館ホームページ」からチケットぴあにお進みください。

■お近くのセブンイレブンで購入いただけます。

事前にご希望の番組を喜楽館ホームページでお確かめ下さい。

1.「マルチコピー機」の場所を尋ねてください。

2. タッチパネルから「チケットぴあ」を選んでタッチ。

Ｐコードに「５９７－４１０」を入力します。

3. ご希望の公演日、公演時間を選びます。

あとは指示に従って必要事項を入力、レジで支払い発券！

■電話からガイダンスに従い予約 ☎0570-02-9999で。

※喜楽館の窓口以外でチケットをお求めの場合、それぞれ手数料が

かかります。

Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント

喜楽館は団体予約も大歓迎！
※団体割引は10名以上

☎078-335-7088
喜楽館周辺にはお食事できるお店や研修に使

える会場もあります。お気軽にご相談下さい。

・未就学児童の入場はご遠慮ください。・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、入場の際にはマスクの着用・検温などのご協力をお願いいたします。

お客様へのお知らせとお願い（https://kobe-kirakukan.jp/news/857/)

神戸新開地・喜楽館
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地2丁目4-13

TEL.078-335-7088

◆私鉄各線（神戸高速・阪神・阪急・山陽・神戸電鉄）

『新開地駅』東３番出口すぐ

◆ＪＲ『神戸駅』より徒歩１５分

◆神戸市営地下鉄『湊川公園駅』より徒歩５分

◆神戸電鉄『湊川駅』より徒歩５分


