
      上方落語      上方落語      上方落語      上方落語のののの定席定席定席定席

　

     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。     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。     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。     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。 2022年12月28日現在2022年12月28日現在2022年12月28日現在2022年12月28日現在

曜日曜日曜日曜日

開口0番開口0番開口0番開口0番

13：4513：4513：4513：45

日日日日 桂桂桂桂　　　　雪鹿雪鹿雪鹿雪鹿 桂桂桂桂　　　　小留小留小留小留 桂桂桂桂　　　　二葉二葉二葉二葉

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松喬松喬松喬松喬

（（（（獅子舞獅子舞獅子舞獅子舞））））

桂桂桂桂　　　　小文枝小文枝小文枝小文枝
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　あやめあやめあやめあやめ 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松喬松喬松喬松喬 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　福笑福笑福笑福笑

月月月月 桂桂桂桂　　　　福留福留福留福留 月亭月亭月亭月亭　　　　遊真遊真遊真遊真 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　生寿生寿生寿生寿

松旭斎松旭斎松旭斎松旭斎　　　　天蝶天蝶天蝶天蝶

（（（（手品手品手品手品））））

桂桂桂桂　　　　米團治米團治米團治米團治
仲入仲入仲入仲入りりりり

露露露露のののの　　　　新治新治新治新治 桂桂桂桂　　　　かいかいかいかい枝枝枝枝 桂桂桂桂　　　　福団治福団治福団治福団治

火火火火 桂桂桂桂　　　　おとめおとめおとめおとめ 桂桂桂桂　　　　慶治朗慶治朗慶治朗慶治朗 桂桂桂桂　　　　小鯛小鯛小鯛小鯛

ラッキーラッキーラッキーラッキー舞舞舞舞

（（（（太神楽太神楽太神楽太神楽））））

桂桂桂桂　　　　雀三郎雀三郎雀三郎雀三郎
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　たまたまたまたま 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁智仁智仁智仁智

水水水水 桂桂桂桂　　　　源太源太源太源太 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　智丸智丸智丸智丸 桂桂桂桂　　　　福丸福丸福丸福丸

内海内海内海内海　　　　英華英華英華英華

（（（（女道楽女道楽女道楽女道楽））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　鶴二鶴二鶴二鶴二
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　文三文三文三文三 桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥 桂桂桂桂　　　　小春団治小春団治小春団治小春団治

木木木木 桂桂桂桂　　　　九寿玉九寿玉九寿玉九寿玉 露露露露のののの　　　　新幸新幸新幸新幸 露露露露のののの　　　　紫紫紫紫

豊来家豊来家豊来家豊来家　　　　一輝一輝一輝一輝

（（（（太神楽太神楽太神楽太神楽））））

桂桂桂桂　　　　文福文福文福文福
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　あやめあやめあやめあやめ 桂桂桂桂　　　　三若三若三若三若 桂桂桂桂　　　　九雀九雀九雀九雀

金金金金 桂桂桂桂　　　　八十助八十助八十助八十助 桂桂桂桂　　　　三実三実三実三実 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬介喬介喬介喬介

豊来家豊来家豊来家豊来家　　　　一輝一輝一輝一輝

（（（（太神楽太神楽太神楽太神楽））））

露露露露のののの　　　　都都都都
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　八十八八十八八十八八十八 月亭月亭月亭月亭　　　　方正方正方正方正 桂桂桂桂　　　　文枝文枝文枝文枝

土土土土 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬路喬路喬路喬路 桂桂桂桂　　　　りょうばりょうばりょうばりょうば 桂桂桂桂　　　　華紋華紋華紋華紋

暁暁暁暁　　　　あんこあんこあんこあんこ

（（（（曲芸曲芸曲芸曲芸））））

桂桂桂桂　　　　文之助文之助文之助文之助
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　銀瓶銀瓶銀瓶銀瓶 林家林家林家林家　　　　花丸花丸花丸花丸 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松喬松喬松喬松喬

日日日日 月亭月亭月亭月亭　　　　柳正柳正柳正柳正 露露露露のののの　　　　瑞瑞瑞瑞 桂桂桂桂　　　　三度三度三度三度

暁暁暁暁　　　　あんこあんこあんこあんこ

（（（（曲芸曲芸曲芸曲芸））））

桂桂桂桂　　　　塩鯛塩鯛塩鯛塩鯛
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　梅団治梅団治梅団治梅団治 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　生喬生喬生喬生喬 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁智仁智仁智仁智

　　　　

月月月月 桂桂桂桂　　　　雪鹿雪鹿雪鹿雪鹿 桂桂桂桂　　　　小留小留小留小留 桂桂桂桂　　　　歌之助歌之助歌之助歌之助

北京一北京一北京一北京一・・・・京二京二京二京二

（（（（漫才漫才漫才漫才））））

桂桂桂桂　　　　かいかいかいかい枝枝枝枝
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　枝光枝光枝光枝光 林家林家林家林家　　　　染八染八染八染八 桂桂桂桂　　　　文喬文喬文喬文喬

火火火火 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬路喬路喬路喬路 桂桂桂桂　　　　小留小留小留小留 桂桂桂桂　　　　歌之助歌之助歌之助歌之助

北京一北京一北京一北京一・・・・京二京二京二京二

（（（（漫才漫才漫才漫才））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松喬松喬松喬松喬
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　枝光枝光枝光枝光 桂桂桂桂　　　　あおばあおばあおばあおば 桂桂桂桂　　　　文喬文喬文喬文喬

水水水水 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬路喬路喬路喬路 桂桂桂桂　　　　小留小留小留小留 桂桂桂桂　　　　歌之助歌之助歌之助歌之助

北京一北京一北京一北京一・・・・京二京二京二京二

（（（（漫才漫才漫才漫才））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松喬松喬松喬松喬
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　枝光枝光枝光枝光 桂桂桂桂　　　　あおばあおばあおばあおば 桂桂桂桂　　　　文喬文喬文喬文喬

木木木木 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬路喬路喬路喬路 桂桂桂桂　　　　小留小留小留小留 桂桂桂桂　　　　歌之助歌之助歌之助歌之助

北京一北京一北京一北京一・・・・京二京二京二京二

（（（（漫才漫才漫才漫才））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松喬松喬松喬松喬
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　枝光枝光枝光枝光 桂桂桂桂　　　　二葉二葉二葉二葉 桂桂桂桂　　　　文喬文喬文喬文喬

金金金金 桂桂桂桂　　　　健枝郎健枝郎健枝郎健枝郎 桂桂桂桂　　　　小留小留小留小留 桂桂桂桂　　　　歌之助歌之助歌之助歌之助

北京一北京一北京一北京一・・・・京二京二京二京二

（（（（漫才漫才漫才漫才））））

桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　枝光枝光枝光枝光 桂桂桂桂　　　　あおばあおばあおばあおば 桂桂桂桂　　　　文喬文喬文喬文喬

土土土土 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬路喬路喬路喬路 桂桂桂桂　　　　小留小留小留小留 桂桂桂桂　　　　歌之助歌之助歌之助歌之助

北京一北京一北京一北京一・・・・京二京二京二京二

（（（（漫才漫才漫才漫才））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松喬松喬松喬松喬
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　枝光枝光枝光枝光 桂桂桂桂　　　　あおばあおばあおばあおば 桂桂桂桂　　　　文喬文喬文喬文喬

　　　1/9（　　　1/9（　　　1/9（　　　1/9（月月月月）～1/15(）～1/15(）～1/15(）～1/15(日日日日）　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　※12/2※12/2※12/2※12/2（（（（金金金金））））チケットチケットチケットチケット発売発売発売発売
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【【【【料金料金料金料金】】】】一般前売：2,300円2,300円2,300円2,300円・・・・当日：2,800円2,800円2,800円2,800円　　　　65歳以上：2,300円2,300円2,300円2,300円　　　　障がい者･学生：2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 小中学生：1,500円1,500円1,500円1,500円     　 　 　 　※特別公演除く

 ★上演時間は連日14時連日14時連日14時連日14時～16～16～16～16時20分頃時20分頃時20分頃時20分頃　　　　★開場は開演の30分前30分前30分前30分前です。 　【【【【全席指定全席指定全席指定全席指定】】】】

         　　　　　　　         　　　　　　　         　　　　　　　         　　　　　　　　　　　新春特別公演新春特別公演新春特別公演新春特別公演　1　1　1　1日日日日（（（（日日日日）～3）～3）～3）～3日日日日（（（（火火火火）　）　）　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※11/25※11/25※11/25※11/25（（（（金金金金））））チケットチケットチケットチケット発売発売発売発売

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売・・・・当日共当日共当日共当日共：3,000：3,000：3,000：3,000円円円円となりますとなりますとなりますとなります。。。。※※※※各種割引各種割引各種割引各種割引なしなしなしなし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初春特別公演初春特別公演初春特別公演初春特別公演　1/4（　1/4（　1/4（　1/4（水水水水）～1/8（）～1/8（）～1/8（）～1/8（日日日日））））  　　　　　　　　　　　　※12/2  　　　　　　　　　　　　※12/2  　　　　　　　　　　　　※12/2  　　　　　　　　　　　　※12/2（（（（金金金金））））チケットチケットチケットチケット発売発売発売発売

 【 【 【 【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売・・・・当日共当日共当日共当日共：2,800：2,800：2,800：2,800円円円円となりますとなりますとなりますとなります。。。。※※※※各種割引各種割引各種割引各種割引なしなしなしなし
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昼席公演昼席公演昼席公演昼席公演スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 2023202320232023年年年年1111月月月月

（（（（漫才漫才漫才漫才））））

日日日日 桂桂桂桂　　　　健枝郎健枝郎健枝郎健枝郎 桂桂桂桂　　　　小留小留小留小留 桂桂桂桂　　　　歌之助歌之助歌之助歌之助

北京一北京一北京一北京一・・・・京二京二京二京二

（（（（漫才漫才漫才漫才））））

桂桂桂桂　　　　かいかいかいかい枝枝枝枝
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　枝光枝光枝光枝光 桂桂桂桂　　　　あおばあおばあおばあおば 桂桂桂桂　　　　文喬文喬文喬文喬

月月月月 桂桂桂桂　　　　健枝郎健枝郎健枝郎健枝郎 月亭月亭月亭月亭　　　　遊真遊真遊真遊真 桂桂桂桂　　　　鯛蔵鯛蔵鯛蔵鯛蔵

ラッキーラッキーラッキーラッキー舞舞舞舞

（（（（太神楽太神楽太神楽太神楽））））

桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　三歩三歩三歩三歩 桂桂桂桂　　　　團治郎團治郎團治郎團治郎 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松枝松枝松枝松枝

火火火火 桂桂桂桂　　　　雪鹿雪鹿雪鹿雪鹿 月亭月亭月亭月亭　　　　遊真遊真遊真遊真 桂桂桂桂　　　　鯛蔵鯛蔵鯛蔵鯛蔵

ラッキーラッキーラッキーラッキー舞舞舞舞

（（（（太神楽太神楽太神楽太神楽））））

桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　三歩三歩三歩三歩 桂桂桂桂　　　　團治郎團治郎團治郎團治郎 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松枝松枝松枝松枝

水水水水 桂桂桂桂　　　　雪鹿雪鹿雪鹿雪鹿 月亭月亭月亭月亭　　　　遊真遊真遊真遊真 桂桂桂桂　　　　鯛蔵鯛蔵鯛蔵鯛蔵

ラッキーラッキーラッキーラッキー舞舞舞舞

（（（（太神楽太神楽太神楽太神楽））））

桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　三歩三歩三歩三歩 桂桂桂桂　　　　團治郎團治郎團治郎團治郎 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松枝松枝松枝松枝

木木木木 桂桂桂桂　　　　福留福留福留福留 月亭月亭月亭月亭　　　　遊真遊真遊真遊真 桂桂桂桂　　　　鯛蔵鯛蔵鯛蔵鯛蔵

ラッキーラッキーラッキーラッキー舞舞舞舞

（（（（太神楽太神楽太神楽太神楽））））

桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　三歩三歩三歩三歩 桂桂桂桂　　　　團治郎團治郎團治郎團治郎 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松枝松枝松枝松枝

金金金金 桂桂桂桂　　　　健枝郎健枝郎健枝郎健枝郎 月亭月亭月亭月亭　　　　遊真遊真遊真遊真 桂桂桂桂　　　　鯛蔵鯛蔵鯛蔵鯛蔵

ラッキーラッキーラッキーラッキー舞舞舞舞

（（（（太神楽太神楽太神楽太神楽））））

桂桂桂桂　　　　かいかいかいかい枝枝枝枝
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　三歩三歩三歩三歩 桂桂桂桂　　　　團治郎團治郎團治郎團治郎 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松枝松枝松枝松枝

土土土土 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬明喬明喬明喬明 桂桂桂桂　　　　鹿鹿鹿鹿えもんえもんえもんえもん 桂桂桂桂　　　　鯛蔵鯛蔵鯛蔵鯛蔵

豊来家 板里豊来家 板里豊来家 板里豊来家 板里

（（（（太神楽太神楽太神楽太神楽））））

桂桂桂桂　　　　かいかいかいかい枝枝枝枝
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　三歩三歩三歩三歩 桂桂桂桂　　　　あおばあおばあおばあおば 桂桂桂桂　　　　文喬文喬文喬文喬

日日日日 月亭月亭月亭月亭　　　　柳正柳正柳正柳正 月亭月亭月亭月亭　　　　遊真遊真遊真遊真 桂桂桂桂　　　　鯛蔵鯛蔵鯛蔵鯛蔵

ラッキーラッキーラッキーラッキー舞舞舞舞

（（（（太神楽太神楽太神楽太神楽））））

桂桂桂桂　　　　かいかいかいかい枝枝枝枝
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　三歩三歩三歩三歩 桂桂桂桂　　　　團治郎團治郎團治郎團治郎 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　松枝松枝松枝松枝

月月月月 桂桂桂桂　　　　小文三小文三小文三小文三 月亭月亭月亭月亭　　　　遊真遊真遊真遊真 桂桂桂桂　　　　雀太雀太雀太雀太

メルシーズメルシーズメルシーズメルシーズ

（（（（音楽音楽音楽音楽ショーショーショーショー））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁嬌仁嬌仁嬌仁嬌
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　一蝶一蝶一蝶一蝶 桂桂桂桂　　　　華紋華紋華紋華紋 桂桂桂桂　　　　千朝千朝千朝千朝

火火火火 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬明喬明喬明喬明 桂桂桂桂　　　　鹿鹿鹿鹿えもんえもんえもんえもん 桂桂桂桂　　　　雀太雀太雀太雀太

メルシーズメルシーズメルシーズメルシーズ

（（（（音楽音楽音楽音楽ショーショーショーショー））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁嬌仁嬌仁嬌仁嬌
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　一蝶一蝶一蝶一蝶 桂桂桂桂　　　　華紋華紋華紋華紋 桂桂桂桂　　　　千朝千朝千朝千朝

水水水水 桂桂桂桂　　　　源太源太源太源太 桂桂桂桂　　　　鹿鹿鹿鹿えもんえもんえもんえもん 桂桂桂桂　　　　團治郎團治郎團治郎團治郎

メルシーズメルシーズメルシーズメルシーズ

（（（（音楽音楽音楽音楽ショーショーショーショー））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁嬌仁嬌仁嬌仁嬌
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　一蝶一蝶一蝶一蝶 桂桂桂桂　　　　華紋華紋華紋華紋 桂桂桂桂　　　　千朝千朝千朝千朝

木木木木 桂桂桂桂　　　　福留福留福留福留 桂桂桂桂　　　　鹿鹿鹿鹿えもんえもんえもんえもん 桂桂桂桂　　　　雀太雀太雀太雀太

メルシーズメルシーズメルシーズメルシーズ

（（（（音楽音楽音楽音楽ショーショーショーショー））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁嬌仁嬌仁嬌仁嬌
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　一蝶一蝶一蝶一蝶 桂桂桂桂　　　　華紋華紋華紋華紋 桂桂桂桂　　　　千朝千朝千朝千朝

金金金金 桂桂桂桂　　　　福留福留福留福留 桂桂桂桂　　　　鹿鹿鹿鹿えもんえもんえもんえもん 桂桂桂桂　　　　雀太雀太雀太雀太

メルシーズメルシーズメルシーズメルシーズ

（（（（音楽音楽音楽音楽ショーショーショーショー））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁嬌仁嬌仁嬌仁嬌
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　一蝶一蝶一蝶一蝶 桂桂桂桂　　　　華紋華紋華紋華紋 桂桂桂桂　　　　千朝千朝千朝千朝

土土土土 桂桂桂桂　　　　福留福留福留福留 桂桂桂桂　　　　鹿鹿鹿鹿えもんえもんえもんえもん 桂桂桂桂　　　　團治郎團治郎團治郎團治郎

メルシーズメルシーズメルシーズメルシーズ

（（（（音楽音楽音楽音楽ショーショーショーショー））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁嬌仁嬌仁嬌仁嬌
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　あやめあやめあやめあやめ 桂桂桂桂　　　　あおばあおばあおばあおば 桂桂桂桂　　　　千朝千朝千朝千朝

日日日日 桂桂桂桂　　　　福留福留福留福留 桂桂桂桂　　　　鹿鹿鹿鹿えもんえもんえもんえもん 桂桂桂桂　　　　雀太雀太雀太雀太

華乃家 華乃家 華乃家 華乃家 ケイケイケイケイ

（（（（ハイカラソングハイカラソングハイカラソングハイカラソング））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁嬌仁嬌仁嬌仁嬌
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　一蝶一蝶一蝶一蝶 桂桂桂桂　　　　あおばあおばあおばあおば 桂桂桂桂　　　　千朝千朝千朝千朝

月月月月 桂桂桂桂　　　　小文三小文三小文三小文三 桂桂桂桂　　　　弥弥弥弥っこっこっこっこ 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　たまたまたまたま

れ・みぜらぶるずれ・みぜらぶるずれ・みぜらぶるずれ・みぜらぶるず

（（（（音曲漫才音曲漫才音曲漫才音曲漫才））））

桂桂桂桂　　　　文華文華文華文華
仲入仲入仲入仲入りりりり

口上口上口上口上

文華文華文華文華、、、、たまたまたまたま、、、、生寿生寿生寿生寿

桂桂桂桂　　　　福丸福丸福丸福丸 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　生寿生寿生寿生寿

火火火火 桂桂桂桂　　　　小文三小文三小文三小文三 桂桂桂桂　　　　弥弥弥弥っこっこっこっこ 桂桂桂桂　　　　吉坊吉坊吉坊吉坊

れ・みぜらぶるずれ・みぜらぶるずれ・みぜらぶるずれ・みぜらぶるず

（（（（音曲漫才音曲漫才音曲漫才音曲漫才））））

桂桂桂桂　　　　米左米左米左米左
仲入仲入仲入仲入りりりり

口上口上口上口上

米左米左米左米左、、、、吉坊吉坊吉坊吉坊、、、、生寿生寿生寿生寿

桂桂桂桂　　　　福丸福丸福丸福丸 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　生寿生寿生寿生寿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「「「「笑福亭生寿笑福亭生寿笑福亭生寿笑福亭生寿　　　　若手噺家若手噺家若手噺家若手噺家グランプリグランプリグランプリグランプリ　　　　優勝記念優勝記念優勝記念優勝記念ウィークウィークウィークウィーク」」」」　　　　　　　　１１１１/30（/30（/30（/30（月月月月）～1/31（）～1/31（）～1/31（）～1/31（火火火火）　　　　　　）　　　　　　）　　　　　　）　　　　　　※12/2※12/2※12/2※12/2（（（（金金金金））））チケットチケットチケットチケット発売発売発売発売

各種公演各種公演各種公演各種公演のののの詳細詳細詳細詳細はホームページをごはホームページをごはホームページをごはホームページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。
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21212121

23232323
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31313131
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28282828

27272727

26262626

25252525

24242424

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/23(月1/23(月1/23(月1/23(月）～）～）～）～１１１１/29(日/29(日/29(日/29(日）　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　※12/2※12/2※12/2※12/2（（（（金金金金））））チケットチケットチケットチケット発売発売発売発売

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵開蔵開蔵開蔵開きウィークきウィークきウィークきウィーク　1/16（　1/16（　1/16（　1/16（月月月月）～1/22（）～1/22（）～1/22（）～1/22（日日日日）　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　※12/2※12/2※12/2※12/2（（（（金金金金））））チケットチケットチケットチケット発売発売発売発売

20202020

19191919

15151515

16161616

17171717

18181818

喜楽館喜楽館喜楽館喜楽館では3では3では3では3周年周年周年周年をををを記念記念記念記念してしてしてして「「「「笑門来福笑門来福笑門来福笑門来福ギフトギフトギフトギフト」」」」始始始始めましためましためましためました。。。。

「「「「笑門来福笑門来福笑門来福笑門来福ギフトギフトギフトギフト」」」」はははは手土産手土産手土産手土産やややや贈贈贈贈りりりり物物物物などになどになどになどに使使使使えるえるえるえる昼席予約入場券昼席予約入場券昼席予約入場券昼席予約入場券となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。

コロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍でででで笑笑笑笑いがいがいがいが少少少少なくなっているなくなっているなくなっているなくなっている昨今昨今昨今昨今、、、、皆様皆様皆様皆様にににに笑顔笑顔笑顔笑顔のプレゼントはいかがでしょうのプレゼントはいかがでしょうのプレゼントはいかがでしょうのプレゼントはいかがでしょう。。。。

詳詳詳詳しくはしくはしくはしくはHPHPHPHPまたはチラシをごまたはチラシをごまたはチラシをごまたはチラシをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

各種公演各種公演各種公演各種公演のののの詳細詳細詳細詳細はホームページをごはホームページをごはホームページをごはホームページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

「「「「喜楽館喜楽館喜楽館喜楽館」」」」でででで検索検索検索検索、、、、https://kobe-kirakukan.jp/https://kobe-kirakukan.jp/https://kobe-kirakukan.jp/https://kobe-kirakukan.jp/

喜楽館窓口喜楽館窓口喜楽館窓口喜楽館窓口・・・・営業時間営業時間営業時間営業時間は11:00は11:00は11:00は11:00～17:00～17:00～17:00～17:00    　　　　☎☎☎☎078-335-7088喜楽館 078-335-7088喜楽館 078-335-7088喜楽館 078-335-7088喜楽館 ＰＰＰＰコードコードコードコード「597-410」「597-410」「597-410」「597-410」

★★★★前売券前売券前売券前売券がががが完売完売完売完売のののの折折折折はははは当日券当日券当日券当日券のののの販売販売販売販売はございませんはございませんはございませんはございません。。。。★★★★公演中公演中公演中公演中はははは携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの電源電源電源電源をおをおをおをお切切切切りくださいりくださいりくださいりください。。。。

★★★★未就学児童未就学児童未就学児童未就学児童のののの入場入場入場入場はごはごはごはご遠慮遠慮遠慮遠慮くださいくださいくださいください。。。。

★★★★都合都合都合都合によりによりによりにより出演者出演者出演者出演者やややや番組番組番組番組のののの一部一部一部一部がががが変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。

★★★★公演中公演中公演中公演中のののの写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影・・・・録音録画録音録画録音録画録音録画、、、、客席客席客席客席でのおでのおでのおでのお食事食事食事食事・・・・飲酒飲酒飲酒飲酒はおはおはおはお断断断断りしておりますりしておりますりしておりますりしております。。。。



　2022　2022　2022　2022年12月12日現在年12月12日現在年12月12日現在年12月12日現在

18：0018：0018：0018：00

開開開開　　　　演演演演

18：3018：3018：3018：30

開開開開　　　　演演演演

19：0019：0019：0019：00

開開開開　　　　演演演演

18：3018：3018：3018：30

開開開開　　　　演演演演

10：0010：0010：0010：00

開開開開　　　　演演演演

18：3018：3018：3018：30

開開開開　　　　演演演演

18：3018：3018：3018：30

　　　　　　　　　　　　上方落語上方落語上方落語上方落語のののの定席定席定席定席

朝朝朝朝・・・・夜席夜席夜席夜席

 ★ ★ ★ ★上演時間上演時間上演時間上演時間、、、、料金料金料金料金、、、、座席座席座席座席のののの設定設定設定設定はははは公演公演公演公演ごとにごとにごとにごとに異異異異なりますなりますなりますなります。。。。最新最新最新最新のののの公演情報公演情報公演情報公演情報はホームページでごはホームページでごはホームページでごはホームページでご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。

 ★ ★ ★ ★開場時間開場時間開場時間開場時間のののの記載記載記載記載がががが特特特特にないにないにないにない場合場合場合場合はははは開演開演開演開演の30の30の30の30分前分前分前分前ですですですです。。。。

・・・・未就学児童未就学児童未就学児童未就学児童のののの入場入場入場入場はごはごはごはご遠慮遠慮遠慮遠慮くださいくださいくださいください。。。。

・・・・新型新型新型新型コロナウィルスコロナウィルスコロナウィルスコロナウィルス感染拡大防止感染拡大防止感染拡大防止感染拡大防止のためのためのためのため、、、、入場入場入場入場のののの際際際際にはマスクのにはマスクのにはマスクのにはマスクの着用着用着用着用・・・・検温検温検温検温などのごなどのごなどのごなどのご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

 お お お お客様客様客様客様へのおへのおへのおへのお知知知知らせとおらせとおらせとおらせとお願願願願いいいい（（（（https://kobe-kirakukan.jp/news/857/)https://kobe-kirakukan.jp/news/857/)https://kobe-kirakukan.jp/news/857/)https://kobe-kirakukan.jp/news/857/)

1月20日1月20日1月20日1月20日

第238回第238回第238回第238回　　　　兵庫区民寄席兵庫区民寄席兵庫区民寄席兵庫区民寄席

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：2,500：2,500：2,500：2,500円円円円　　　　　　　　当日当日当日当日：3,000：3,000：3,000：3,000円 　円 　円 　円 　（（（（１１１１階 指定席階 指定席階 指定席階 指定席　　　　２２２２階 自由席階 自由席階 自由席階 自由席）　　）　　）　　）　　※11/19※11/19※11/19※11/19（（（（土土土土））））よりチケットよりチケットよりチケットよりチケット発売発売発売発売

1月19日1月19日1月19日1月19日

（（（（木木木木））））

喜楽館喜楽館喜楽館喜楽館　　　　元気寄席元気寄席元気寄席元気寄席

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：1,500：1,500：1,500：1,500円円円円　　　　　　　　当日当日当日当日：1,800：1,800：1,800：1,800円 　円 　円 　円 　（（（（自由席自由席自由席自由席・・・・整理番号無整理番号無整理番号無整理番号無）　　　　 ）　　　　 ）　　　　 ）　　　　 ※12/16※12/16※12/16※12/16（（（（金金金金））））よりチケットよりチケットよりチケットよりチケット販売販売販売販売

【【【【出演出演出演出演】】】】桂三歩桂三歩桂三歩桂三歩　　　　桂吉弥桂吉弥桂吉弥桂吉弥　　　　桂団治郎桂団治郎桂団治郎桂団治郎　　　　月亭遊真月亭遊真月亭遊真月亭遊真

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】新開地新開地新開地新開地まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりNPONPONPONPO（078-576-1218）（078-576-1218）（078-576-1218）（078-576-1218）

１１１１月6日月6日月6日月6日

（（（（金金金金））））

喜楽館喜楽館喜楽館喜楽館　　　　元気寄席元気寄席元気寄席元気寄席

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：1,500：1,500：1,500：1,500円円円円　　　　　　　　当日当日当日当日：1,800：1,800：1,800：1,800円 　円 　円 　円 　（（（（自由席自由席自由席自由席・・・・整理番号無整理番号無整理番号無整理番号無）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　※11/26※11/26※11/26※11/26（（（（土土土土））））よりチケットよりチケットよりチケットよりチケット発売発売発売発売

【【【【出演出演出演出演】】】】桂八十八桂八十八桂八十八桂八十八　　　　笑福亭喬介笑福亭喬介笑福亭喬介笑福亭喬介　　　　月亭方正月亭方正月亭方正月亭方正　　　　桂三実桂三実桂三実桂三実

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】新開地新開地新開地新開地まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりNPONPONPONPO（078-576-1218）（078-576-1218）（078-576-1218）（078-576-1218）

1月14日1月14日1月14日1月14日

（（（（土土土土））））

喜楽館 土曜喜楽館 土曜喜楽館 土曜喜楽館 土曜のののの朝席朝席朝席朝席

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：1,500：1,500：1,500：1,500円円円円　　　　　　　　当日当日当日当日：2,000：2,000：2,000：2,000円 　円 　円 　円 　（（（（自由席自由席自由席自由席・・・・整理番号無整理番号無整理番号無整理番号無）　　   　）　　   　）　　   　）　　   　※1※1※1※1２２２２/10（/10（/10（/10（土土土土））））よりチケットよりチケットよりチケットよりチケット発売発売発売発売

【【【【出演出演出演出演】】】】露露露露のののの団六団六団六団六　　　　桂桂桂桂ちょうばちょうばちょうばちょうば　　　　桂三河桂三河桂三河桂三河　　　　林家愛染林家愛染林家愛染林家愛染　　　　月亭秀都月亭秀都月亭秀都月亭秀都

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】神戸新開地神戸新開地神戸新開地神戸新開地・・・・喜楽館喜楽館喜楽館喜楽館（078-335-7088）（078-335-7088）（078-335-7088）（078-335-7088）

1月1月1月1月２２２２日日日日

（（（（月月月月））））

福笑福笑福笑福笑！！！！おおおお年玉落語会年玉落語会年玉落語会年玉落語会vol.4vol.4vol.4vol.4～～～～抽選抽選抽選抽選で3で3で3で3名様名様名様名様にににに３３３３千円千円千円千円のおのおのおのお年玉年玉年玉年玉！～！～！～！～

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：4,000：4,000：4,000：4,000円円円円　　　　　　　　当日当日当日当日：4,500：4,500：4,500：4,500円 　円 　円 　円 　（（（（指定席指定席指定席指定席）　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　※11/2※11/2※11/2※11/2（（（（水水水水））））よりチケットよりチケットよりチケットよりチケット発売発売発売発売

【【【【出演出演出演出演】】】】笑福亭福笑笑福亭福笑笑福亭福笑笑福亭福笑　　　　笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭たまたまたまたま　　　　桂米輝桂米輝桂米輝桂米輝　　　　桂白鹿桂白鹿桂白鹿桂白鹿　　　　松旭斎天蝶松旭斎天蝶松旭斎天蝶松旭斎天蝶

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】神戸新開地神戸新開地神戸新開地神戸新開地・・・・喜楽館喜楽館喜楽館喜楽館（078-335-7088）（078-335-7088）（078-335-7088）（078-335-7088）

1月12日1月12日1月12日1月12日

（（（（木木木木））））

喜楽館喜楽館喜楽館喜楽館　　　　元気寄席元気寄席元気寄席元気寄席

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：1,500：1,500：1,500：1,500円円円円　　　　　　　　当日当日当日当日：1,800：1,800：1,800：1,800円 　円 　円 　円 　（（（（自由席自由席自由席自由席・・・・整理番号無整理番号無整理番号無整理番号無）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　※12/16※12/16※12/16※12/16（（（（金金金金））））よりチケットよりチケットよりチケットよりチケット販売販売販売販売

【【【【出演出演出演出演】】】】桂枝光桂枝光桂枝光桂枝光　　　　笑福亭松喬笑福亭松喬笑福亭松喬笑福亭松喬　　　　桂歌之助桂歌之助桂歌之助桂歌之助　　　　桂小留桂小留桂小留桂小留

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】新開地新開地新開地新開地まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりNPONPONPONPO（078-576-1218）（078-576-1218）（078-576-1218）（078-576-1218）

1月7日1月7日1月7日1月7日

（（（（土土土土））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭たまのおたまのおたまのおたまのお喜楽独演会喜楽独演会喜楽独演会喜楽独演会

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：3,000：3,000：3,000：3,000円円円円　　　　　　　　当日当日当日当日：3,500：3,500：3,500：3,500円 　円 　円 　円 　（（（（指定席指定席指定席指定席）　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　※11/7※11/7※11/7※11/7（（（（月月月月））））よりチケットよりチケットよりチケットよりチケット発売発売発売発売

【【【【出演出演出演出演】】】】笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭たまたまたまたま　　　　笑福亭喬若笑福亭喬若笑福亭喬若笑福亭喬若　　　　笑福亭喬龍笑福亭喬龍笑福亭喬龍笑福亭喬龍

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】たまたまたまたま事務所事務所事務所事務所（080-8515-1810）（080-8515-1810）（080-8515-1810）（080-8515-1810）

朝席朝席朝席朝席・・・・夜席公演夜席公演夜席公演夜席公演スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

2023202320232023年年年年1111月月月月

18：3018：3018：3018：30

開開開開　　　　演演演演

18：3018：3018：3018：30

開開開開　　　　演演演演

10：0010：0010：0010：00

開開開開　　　　演演演演

1月20日1月20日1月20日1月20日

（（（（金金金金））））

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：2,500：2,500：2,500：2,500円円円円　　　　　　　　当日当日当日当日：3,000：3,000：3,000：3,000円 　円 　円 　円 　（（（（１１１１階 指定席階 指定席階 指定席階 指定席　　　　２２２２階 自由席階 自由席階 自由席階 自由席）　　）　　）　　）　　※11/19※11/19※11/19※11/19（（（（土土土土））））よりチケットよりチケットよりチケットよりチケット発売発売発売発売

【【【【出演出演出演出演】】】】桂米團治桂米團治桂米團治桂米團治　　　　桂春蝶桂春蝶桂春蝶桂春蝶　　　　笑福亭由瓶笑福亭由瓶笑福亭由瓶笑福亭由瓶　　　　桂慶治朗桂慶治朗桂慶治朗桂慶治朗　　　　桂天吾桂天吾桂天吾桂天吾

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】兵庫区民寄席同人会兵庫区民寄席同人会兵庫区民寄席同人会兵庫区民寄席同人会（080-8747-6588）（080-8747-6588）（080-8747-6588）（080-8747-6588）

1月29日1月29日1月29日1月29日

（（（（日日日日））））

吉弥吉弥吉弥吉弥うぇうぇうぇうぇ～～～～ぶぶぶぶ　　　　じゃにゅありーじゃにゅありーじゃにゅありーじゃにゅありー

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：2,000：2,000：2,000：2,000円円円円　　　　　　　　当日当日当日当日：2,300：2,300：2,300：2,300円 　円 　円 　円 　（（（（指定席指定席指定席指定席）　　　　　　　　　     ）　　　　　　　　　     ）　　　　　　　　　     ）　　　　　　　　　     ※11/29※11/29※11/29※11/29（（（（火火火火））））よりチケットよりチケットよりチケットよりチケット発売発売発売発売

【【【【出演出演出演出演】】】】桂吉弥桂吉弥桂吉弥桂吉弥　　　　桂弥太郎桂弥太郎桂弥太郎桂弥太郎　　　　桂弥桂弥桂弥桂弥っこっこっこっこ　　　　桂弥壱桂弥壱桂弥壱桂弥壱

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】吉弥吉弥吉弥吉弥うぇうぇうぇうぇ～～～～ぶぶぶぶ事務所事務所事務所事務所（080-4235-3044）（080-4235-3044）（080-4235-3044）（080-4235-3044）予約予約予約予約フォームフォームフォームフォーム：：：：https://forms.gle/qaFNwnJ6YEdKMptQ7https://forms.gle/qaFNwnJ6YEdKMptQ7https://forms.gle/qaFNwnJ6YEdKMptQ7https://forms.gle/qaFNwnJ6YEdKMptQ7

1月26日1月26日1月26日1月26日

（（（（木木木木））））

喜楽館喜楽館喜楽館喜楽館　　　　元気寄席元気寄席元気寄席元気寄席

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：1,500：1,500：1,500：1,500円円円円　　　　　　　　当日当日当日当日：1,800：1,800：1,800：1,800円 　円 　円 　円 　（（（（自由席自由席自由席自由席・・・・整理番号無整理番号無整理番号無整理番号無）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　※12/16※12/16※12/16※12/16（（（（金金金金））））よりチケットよりチケットよりチケットよりチケット販売販売販売販売

【【【【出演出演出演出演】】】】桂千朝桂千朝桂千朝桂千朝　　　　桂一蝶桂一蝶桂一蝶桂一蝶　　　　桂華紋桂華紋桂華紋桂華紋　　　　桂鹿桂鹿桂鹿桂鹿えもんえもんえもんえもん

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】新開地新開地新開地新開地まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりNPONPONPONPO（078-576-1218）（078-576-1218）（078-576-1218）（078-576-1218）

神戸新開地神戸新開地神戸新開地神戸新開地・・・・喜楽館喜楽館喜楽館喜楽館

〒〒〒〒652652652652----0811081108110811

神戸市兵庫区新開地神戸市兵庫区新開地神戸市兵庫区新開地神戸市兵庫区新開地2222丁目丁目丁目丁目4444----13131313

TEL.078TEL.078TEL.078TEL.078----335335335335----7088708870887088TEL.078TEL.078TEL.078TEL.078----335335335335----7088708870887088

◆◆◆◆私鉄各線私鉄各線私鉄各線私鉄各線（（（（神戸高速神戸高速神戸高速神戸高速・・・・阪神阪神阪神阪神・・・・阪急阪急阪急阪急・・・・山陽山陽山陽山陽・・・・神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄））））

『『『『新開地駅新開地駅新開地駅新開地駅』』』』東東東東３３３３番出口番出口番出口番出口すぐすぐすぐすぐ

◆◆◆◆ＪＲＪＲＪＲＪＲ『『『『神戸駅神戸駅神戸駅神戸駅』』』』よりよりよりより徒歩徒歩徒歩徒歩１５１５１５１５分分分分

◆◆◆◆神戸市営地下鉄神戸市営地下鉄神戸市営地下鉄神戸市営地下鉄『『『『湊川公園駅湊川公園駅湊川公園駅湊川公園駅』』』』よりよりよりより徒歩徒歩徒歩徒歩５５５５分分分分

◆◆◆◆神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄『『『『湊川駅湊川駅湊川駅湊川駅』』』』よりよりよりより徒歩徒歩徒歩徒歩５５５５分分分分


