
      上方落語の定席

喜楽館HP
QRコード

2021年11月13日現在

開口0番
13：45

未定 桂　あおば 桂　小鯛 松旭斎　天蝶
（手品）

桂　小文枝 仲入り 桂　文之助 月亭　方正 笑福亭　仁智

未定 桂　紋四郎 桂　福丸 暁　あんこ
（曲芸）

桂　米團治 仲入り 桂　八十八 桂　かい枝 笑福亭　福笑

未定 桂　米輝 笑福亭　たま 内海　英華
（女道楽）

桂　雀三郎 仲入り 桂　あやめ 月亭　八光 桂　福団治

未定 桂　華紋 笑福亭　喬介 豊来家　板里
（太神楽）

桂　小枝 仲入り 笑福亭　銀瓶 桂　吉弥 月亭　八方

未定 桂　三実 桂　そうば 笑福亭　松喬
（獅子舞）

桂　春團治 仲入り 桂　春蝶 笑福亭　松喬 桂　文枝

未定 桂　文路郎 林家　染太 豊来家　一輝
（太神楽）

桂　小枝 仲入り 桂　米輔 桂　楽珍 笑福亭　仁智

未定 桂　華紋 林家　染太 豊来家　一輝
（太神楽）

桂　梅団治 仲入り 桂　米輔 桂　楽珍 月亭　八方

未定 桂　文路郎 林家　愛染 ラッキー舞
（太神楽）

桂　小枝 仲入り 桂　米輔 桂　楽珍 桂　小文枝

未定 桂　華紋 林家　愛染 ラッキー舞
（太神楽）

桂　小枝 仲入り 桂　米輔 桂　楽珍 桂　小文枝

未定 桂　文路郎 笑福亭　扇平 暁　あんこ
（曲芸）

桂　坊枝 仲入り 桂　わかば 月亭　方正 桂　春若

未定 桂　文路郎 笑福亭　扇平 暁　あんこ
（曲芸）

桂　坊枝 仲入り 桂　わかば 林家　愛染 桂　春若

未定 桂　文路郎 笑福亭　扇平 暁　あんこ
（曲芸）

桂　坊枝 仲入り 桂　わかば 林家　愛染 桂　春若

未定 桂　文路郎 笑福亭　扇平 暁　あんこ
（曲芸）

桂　坊枝 仲入り 桂　わかば 林家　愛染 桂　春若

未定 桂　文路郎 笑福亭　扇平 暁　あんこ
（曲芸）

桂　坊枝 仲入り 桂　わかば 笑福亭　喬介 桂　春若

未定 桂　米輝 笑福亭　扇平 暁　あんこ
（曲芸）

桂　坊枝 仲入り 桂　わかば 林家　愛染 桂　春若

未定 林家　染八 笑福亭　扇平 暁　あんこ
（曲芸）

桂　坊枝 仲入り 桂　わかば 林家　愛染 桂　米二

未定 桂　華紋 笑福亭　べ瓶 林家　笑丸
（演芸落語）

笑福亭　鶴二 仲入り 桂　三馬枝 桂　佐ん吉 笑福亭　呂鶴

未定 桂　華紋 笑福亭　べ瓶 林家　笑丸
（演芸落語）

笑福亭　鶴二 仲入り 桂　三馬枝 桂　佐ん吉 笑福亭　呂鶴

未定 桂　恩狸 笑福亭　べ瓶 林家　笑丸
（演芸落語）

笑福亭　鶴二 仲入り 桂　三馬枝 桂　佐ん吉 笑福亭　呂鶴

未定 桂　恩狸 笑福亭　べ瓶 林家　笑丸
（演芸落語）

笑福亭　鶴二 仲入り 桂　三馬枝 桂　佐ん吉 笑福亭　呂鶴

未定 桂　恩狸 笑福亭　べ瓶 林家　笑丸
（演芸落語）

笑福亭　鶴二 仲入り 桂　三馬枝 月亭　方正 笑福亭　呂鶴

未定 桂　華紋 笑福亭　べ瓶 林家　笑丸
（演芸落語）

笑福亭　鶴二 仲入り 桂　三馬枝 桂　ちょうば 笑福亭　呂鶴

未定 桂　華紋 笑福亭　べ瓶 林家　笑丸
（演芸落語）

笑福亭　鶴二 仲入り 桂　三馬枝 桂　ちょうば 笑福亭　呂鶴

未定 桂　白鹿 森乃　石松 喜味家　たまご
（三味線放談）

桂　小春団治 仲入り 林家　花丸 桂　福丸 桂　文太

未定 桂　白鹿 森乃　石松 喜味家　たまご
（三味線放談）

桂　小春団治 仲入り 林家　花丸 桂　福丸 桂　文太

未定 桂　白鹿 森乃　石松 喜味家　たまご
（三味線放談）

桂　小春団治 仲入り 林家　花丸 桂　福丸 桂　文太

未定 桂　白鹿 森乃　石松 喜味家　たまご
（三味線放談）

桂　文太 仲入り 林家　花丸 桂　福丸 桂　小春団治

未定 桂　白鹿 森乃　石松 喜味家　たまご
（三味線放談）

桂　小春団治 仲入り 林家　花丸 桂　福丸 桂　文太

未定 桂　白鹿 森乃　石松 喜味家　たまご
（三味線放談）

桂　小春団治 仲入り 林家　花丸 桂　福丸 桂　文太

未定 桂　白鹿 森乃　石松 内海　英華
（女道楽）

桂　小春団治 仲入り 林家　花丸 桂　福丸 桂　文太

未定 笑福亭　大智 桂　吉坊 いわみせいじ
（似顔絵）

露の　新治 仲入り 林家　うさぎ 笑福亭　生寿 桂　春若

( 水 )

28日 ( 金 )

29日

19日 ( 水 )

( 日 )

20日

17日 ( 月 )

14日

18日 ( 火 )

蔵開きウイーク

 ★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  　※特別公演除く

31日

( 火 )

( 土 )

( 金 )

27日 ( 木 )

23日 ( 日 )

24日 ( 月 )

( 土 )

26日

30日 ( 日 )

( 金 )

( 水 )

2日 ( 日 )

昼席

1日（土・祝）

12日

9日

( 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。

6日 ( 木 )

7日 ( 金 )

8日 ( 土 )

15日 ( 土 )

( 日 )

10日（月・祝）

11日 ( 火 )

         　　　　　　　　新春特別公演　　　　　　　　　　　※11/20（土）チケット発売
【料金】1日（土）～5日（水）は特別公演で、前売：3,000円　当日：3,500円となります。※各種割引なし

喜楽館では3周年を記念して「笑門来福ギフト」
始めました。
「笑門来福ギフト」は手土産や贈り物などに
使える昼席予約入場券となっています。
コロナ禍で笑いが少なくなっている昨今、
皆様に笑顔のプレゼントはいかがでしょう。
詳しくはHPまたはチラシをご覧ください。

3日 ( 月 )

4日 ( 火 )

5日 ( 水 )

13日 ( 木 )

22日

( 木 )

21日

16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/
喜楽館窓口・営業時間は11:00～17:00（夜席開催の場合11：00～19：00） 
☎078-335-7088
★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。

25日

昼席公演スケジュール

2022年1月



　2021年11月25日現在

18：00
開　演

18：30
開　演

18：00
開　演

10：00
開　演

10：30
開　演

10：30
開　演

1月15日
（土）

土曜の朝席
【料金】前売：1,500円　　当日：2,000円 　（自由席・整理番号無）　　　※11/13（土）よりチケット発売
【出演】桂枝女太　林家染左　桂治門　桂白鹿
【お問い合わせ先】神戸新開地・喜楽館（078-335-7088）

1月9日
（日）

1月3日
（月）

笑福亭たまのお喜楽独演会
【料金】前売：3,000円　　当日：3,500円 　（指定席）　　　　　　　　　※10/1（金）よりチケット発売
【出演】笑福亭たま　笑福亭智丸　月亭希遊
【お問い合わせ先】たま事務所（080-8515-1810）

吉弥うぇ～ぶ　じゃにゅありー
【料金】前売：2,000円　　当日：2,300円 （指定席）　　                       ※11/13（土）よりチケット発売
【出演】桂吉弥　桂弥太郎　桂弥っこ　桂弥壱
【お問い合わせ先】吉弥うぇ～ぶ事務局（080-4235-3044）予約フォーム：https://forms.gle/qaFNwnJ6YEdKMptQ7

1月8日
（土）

銀瓶の喜楽館でぎんぎん！vol.6
【料金】前売：3,000円　　当日：3,500円            　　　　　　　　　　　※12/1（水）よりチケット発売
【出演】笑福亭 銀瓶　露の眞　桂源太
【お問い合わせ先】神戸新開地・喜楽館（078-335-7088）

1月2日
（日）

福笑！お年玉落語会vol.3
【料金】前売：4,000円 　　当日：4,500円　　（指定席）　　　　　　　　※11/2（金）よりチケット発売
【出演】笑福亭福笑　笑福亭たま　月亭遊真　桂源太　ラッキー舞
【お問い合わせ先】神戸新開地・喜楽館（078-335-7088）

　　　上方落語の定席

朝・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。

・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/)

土曜の朝席
【料金】前売：1,500円　　当日：2,000円 　（自由席・整理番号無）　　　※11/27（土）よりチケット発売
【出演】桂枝三郎　桂壱之輔　露の団姫　桂りょうば
【お問い合わせ先】神戸新開地・喜楽館（078-335-7088）

1月29日
（土）

朝席・夜席公演スケジュール

2022年1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11:00～17:00です。

（夜席開催の場合11：00～19：00） ☎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。kobe-kirakukan.jp

■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

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


