
      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。 2023年2月15日現在2023年2月15日現在2023年2月15日現在2023年2月15日現在

曜日曜日曜日曜日

開演前開演前開演前開演前のののの一席一席一席一席

13：4513：4513：4513：45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３３３３/1（/1（/1（/1（水水水水）～3/5（）～3/5（）～3/5（）～3/5（日日日日）））） 5日5日5日5日はははは弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演

水水水水 桂桂桂桂　　　　雪鹿雪鹿雪鹿雪鹿 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　呂翔呂翔呂翔呂翔 月亭月亭月亭月亭　　　　太遊太遊太遊太遊

めおとめおとめおとめおと楽団楽団楽団楽団ジキジキジキジキジキジキジキジキ

（（（（音曲漫才音曲漫才音曲漫才音曲漫才））））

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　　　　坊枝坊枝坊枝坊枝 桂桂桂桂　　　　米輝米輝米輝米輝 桂桂桂桂　　　　米團治米團治米團治米團治

木木木木 月亭月亭月亭月亭　　　　柳正柳正柳正柳正 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　呂翔呂翔呂翔呂翔 月亭月亭月亭月亭　　　　太遊太遊太遊太遊

めおとめおとめおとめおと楽団楽団楽団楽団ジキジキジキジキジキジキジキジキ

（（（（音曲漫才音曲漫才音曲漫才音曲漫才））））

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

桂桂桂桂　　　　坊枝坊枝坊枝坊枝 桂桂桂桂　　　　米輝米輝米輝米輝 桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥

金金金金 月亭月亭月亭月亭　　　　柳正柳正柳正柳正 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　呂翔呂翔呂翔呂翔 月亭月亭月亭月亭　　　　太遊太遊太遊太遊

めおとめおとめおとめおと楽団楽団楽団楽団ジキジキジキジキジキジキジキジキ

（（（（音曲漫才音曲漫才音曲漫才音曲漫才））））

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　　　　坊枝坊枝坊枝坊枝 桂桂桂桂　　　　米輝米輝米輝米輝 桂桂桂桂　　　　米團治米團治米團治米團治

土土土土 桂桂桂桂　　　　福留福留福留福留 桂桂桂桂　　　　健枝郎健枝郎健枝郎健枝郎 月亭月亭月亭月亭　　　　太遊太遊太遊太遊

めおとめおとめおとめおと楽団楽団楽団楽団ジキジキジキジキジキジキジキジキ

（（（（音曲漫才音曲漫才音曲漫才音曲漫才））））

桂桂桂桂　　　　米二米二米二米二
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　坊枝坊枝坊枝坊枝 桂桂桂桂　　　　米輝米輝米輝米輝 桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥

日日日日 桂桂桂桂　　　　福留福留福留福留 桂桂桂桂　　　　笑金笑金笑金笑金 月亭月亭月亭月亭　　　　太遊太遊太遊太遊

華乃家華乃家華乃家華乃家　　　　ケイケイケイケイ

（（（（アコーディオンアコーディオンアコーディオンアコーディオン漫談漫談漫談漫談））））

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　銀瓶銀瓶銀瓶銀瓶
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　坊枝坊枝坊枝坊枝 桂桂桂桂　　　　二葉二葉二葉二葉 笑福亭　鶴瓶

3/6（3/6（3/6（3/6（月月月月）～3/11(）～3/11(）～3/11(）～3/11(土土土土）））） 12日12日12日12日はははは弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演

月月月月 桂桂桂桂　　　　小文三小文三小文三小文三 桂桂桂桂　　　　弥壱弥壱弥壱弥壱 桂桂桂桂　　　　和歌和歌和歌和歌ぽんぽんぽんぽん

旭堂旭堂旭堂旭堂　　　　南海南海南海南海

（（（（講談講談講談講談））））

桂桂桂桂　　　　文福文福文福文福
仲入仲入仲入仲入りりりり

相撲相撲相撲相撲トークトークトークトーク

文福文福文福文福・・・・杉岡杉岡杉岡杉岡みどりみどりみどりみどり

桂桂桂桂　　　　三語三語三語三語

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　呂鶴呂鶴呂鶴呂鶴

「「「「相撲場風景相撲場風景相撲場風景相撲場風景」」」」

火火火火 桂桂桂桂　　　　小文三小文三小文三小文三 桂桂桂桂　　　　弥壱弥壱弥壱弥壱 桂桂桂桂　　　　和歌和歌和歌和歌ぽんぽんぽんぽん

旭堂旭堂旭堂旭堂　　　　南海南海南海南海

（（（（講談講談講談講談））））

桂桂桂桂　　　　文福文福文福文福
仲入仲入仲入仲入りりりり

相撲相撲相撲相撲トークトークトークトーク

文福文福文福文福・・・・杉岡杉岡杉岡杉岡みどりみどりみどりみどり

桂桂桂桂　　　　三語三語三語三語

桂桂桂桂　　　　歌之助歌之助歌之助歌之助

「「「「佐野山佐野山佐野山佐野山」」」」

水水水水 桂桂桂桂　　　　小文三小文三小文三小文三 桂桂桂桂　　　　弥壱弥壱弥壱弥壱 桂桂桂桂　　　　和歌和歌和歌和歌ぽんぽんぽんぽん

旭堂旭堂旭堂旭堂　　　　南海南海南海南海

（（（（講談講談講談講談））））

桂桂桂桂　　　　文福文福文福文福
仲入仲入仲入仲入りりりり

相撲相撲相撲相撲トークトークトークトーク

文福文福文福文福・・・・杉岡杉岡杉岡杉岡みどりみどりみどりみどり

桂桂桂桂　　　　三語三語三語三語

桂桂桂桂　　　　文三文三文三文三

「「「「鍬潟鍬潟鍬潟鍬潟」」」」

木木木木 桂桂桂桂　　　　福留福留福留福留 桂桂桂桂　　　　弥壱弥壱弥壱弥壱 桂桂桂桂　　　　和歌和歌和歌和歌ぽんぽんぽんぽん

旭堂旭堂旭堂旭堂　　　　南海南海南海南海

（（（（講談講談講談講談））））

桂桂桂桂　　　　文福文福文福文福
仲入仲入仲入仲入りりりり

相撲相撲相撲相撲トークトークトークトーク

文福文福文福文福・・・・杉岡杉岡杉岡杉岡みどりみどりみどりみどり

桂桂桂桂　　　　三語三語三語三語

桂桂桂桂　　　　三風三風三風三風

「「「「下町下町下町下町のののの散髪屋散髪屋散髪屋散髪屋さんさんさんさん」」」」

金金金金 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬龍喬龍喬龍喬龍 桂桂桂桂　　　　弥壱弥壱弥壱弥壱 桂桂桂桂　　　　和歌和歌和歌和歌ぽんぽんぽんぽん

旭堂旭堂旭堂旭堂　　　　南海南海南海南海

（（（（講談講談講談講談））））

桂桂桂桂　　　　文福文福文福文福
仲入仲入仲入仲入りりりり

相撲相撲相撲相撲トークトークトークトーク

文福文福文福文福・・・・杉岡杉岡杉岡杉岡みどりみどりみどりみどり

桂桂桂桂　　　　三語三語三語三語

桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥

「「「「花筏花筏花筏花筏」」」」

土土土土 桂桂桂桂　　　　九寿玉九寿玉九寿玉九寿玉 桂桂桂桂　　　　健枝郎健枝郎健枝郎健枝郎 桂桂桂桂　　　　和歌和歌和歌和歌ぽんぽんぽんぽん

旭堂旭堂旭堂旭堂　　　　南海南海南海南海

（（（（講談講談講談講談））））

桂桂桂桂　　　　文福文福文福文福
仲入仲入仲入仲入りりりり

相撲相撲相撲相撲トークトークトークトーク

文福文福文福文福・・・・杉岡杉岡杉岡杉岡みどりみどりみどりみどり

桂桂桂桂　　　　ひろばひろばひろばひろば

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　学光学光学光学光

「「「「幸助餅幸助餅幸助餅幸助餅」」」」

日日日日 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬龍喬龍喬龍喬龍 桂桂桂桂　　　　健枝郎健枝郎健枝郎健枝郎 月亭月亭月亭月亭　　　　方正方正方正方正

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））））

桂桂桂桂　　　　三風三風三風三風
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　文福文福文福文福 桂桂桂桂　　　　三語三語三語三語 桂　文枝

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3/13（3/13（3/13（3/13（月月月月）～3/19（）～3/19（）～3/19（）～3/19（日日日日）））） 19日19日19日19日はははは弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演

月月月月 桂桂桂桂　　　　雪鹿雪鹿雪鹿雪鹿 桂桂桂桂　　　　九九九九ノノノノ一一一一 桂桂桂桂　　　　雀太雀太雀太雀太

遠峰遠峰遠峰遠峰　　　　あこあこあこあこ

（（（（アコーディオンアコーディオンアコーディオンアコーディオン））））

露露露露のののの　　　　新治新治新治新治
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁福仁福仁福仁福 桂桂桂桂　　　　紋四郎紋四郎紋四郎紋四郎 桂桂桂桂　　　　小春団治小春団治小春団治小春団治

火火火火 月亭月亭月亭月亭　　　　柳正柳正柳正柳正 桂桂桂桂　　　　九九九九ノノノノ一一一一 桂桂桂桂　　　　雀太雀太雀太雀太

遠峰遠峰遠峰遠峰　　　　あこあこあこあこ

桂桂桂桂　　　　小春団治小春団治小春団治小春団治
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁福仁福仁福仁福 桂桂桂桂　　　　紋四郎紋四郎紋四郎紋四郎 露露露露のののの　　　　新治新治新治新治

 ★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】】】】

☆☆☆☆☆☆☆☆毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日はははは弥生 日曜特別公演弥生 日曜特別公演弥生 日曜特別公演弥生 日曜特別公演ですですですです。【。【。【。【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　　　　※※※※各種割引各種割引各種割引各種割引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。。。。☆☆☆☆☆☆☆☆
昼席昼席昼席昼席

5555

【【【【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

1111

日付日付日付日付

4444

3333

2222

大相撲応援大相撲応援大相撲応援大相撲応援ウィークウィークウィークウィーク

8888

7777

10101010

6666

9999

14141414

11111111

12121212

13131313

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３３３３月月月月

火火火火 月亭月亭月亭月亭　　　　柳正柳正柳正柳正 桂桂桂桂　　　　九九九九ノノノノ一一一一 桂桂桂桂　　　　雀太雀太雀太雀太

遠峰遠峰遠峰遠峰　　　　あこあこあこあこ

（（（（アコーディオンアコーディオンアコーディオンアコーディオン））））

桂桂桂桂　　　　小春団治小春団治小春団治小春団治
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁福仁福仁福仁福 桂桂桂桂　　　　紋四郎紋四郎紋四郎紋四郎 露露露露のののの　　　　新治新治新治新治

水水水水 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬龍喬龍喬龍喬龍 桂桂桂桂　　　　九九九九ノノノノ一一一一 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　瓶二瓶二瓶二瓶二

遠峰遠峰遠峰遠峰　　　　あこあこあこあこ

（（（（アコーディオンアコーディオンアコーディオンアコーディオン））））

露露露露のののの　　　　新治新治新治新治
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁福仁福仁福仁福 桂桂桂桂　　　　紋四郎紋四郎紋四郎紋四郎 桂桂桂桂　　　　小春団治小春団治小春団治小春団治

木木木木 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　喬龍喬龍喬龍喬龍 桂桂桂桂　　　　九九九九ノノノノ一一一一 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　瓶二瓶二瓶二瓶二

遠峰遠峰遠峰遠峰　　　　あこあこあこあこ

（（（（アコーディオンアコーディオンアコーディオンアコーディオン））））

露露露露のののの　　　　新治新治新治新治
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁福仁福仁福仁福 桂桂桂桂　　　　紋四郎紋四郎紋四郎紋四郎 桂桂桂桂　　　　小春団治小春団治小春団治小春団治

金金金金 月亭月亭月亭月亭　　　　柳正柳正柳正柳正 桂桂桂桂　　　　九九九九ノノノノ一一一一 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　瓶二瓶二瓶二瓶二

遠峰遠峰遠峰遠峰　　　　あこあこあこあこ

（（（（アコーディオンアコーディオンアコーディオンアコーディオン））））

露露露露のののの　　　　新治新治新治新治
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁福仁福仁福仁福 桂桂桂桂　　　　紋四郎紋四郎紋四郎紋四郎 桂桂桂桂　　　　小春団治小春団治小春団治小春団治

土土土土 桂桂桂桂　　　　九寿玉九寿玉九寿玉九寿玉 桂桂桂桂　　　　九九九九ノノノノ一一一一 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　瓶二瓶二瓶二瓶二

遠峰遠峰遠峰遠峰　　　　あこあこあこあこ

（（（（アコーディオンアコーディオンアコーディオンアコーディオン））））

桂桂桂桂　　　　米二米二米二米二
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁福仁福仁福仁福 桂桂桂桂　　　　紋四郎紋四郎紋四郎紋四郎 桂桂桂桂　　　　小春団治小春団治小春団治小春団治

日日日日 月亭月亭月亭月亭　　　　柳正柳正柳正柳正 桂桂桂桂　　　　笑金笑金笑金笑金 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　瓶二瓶二瓶二瓶二

遠峰遠峰遠峰遠峰　　　　あこあこあこあこ

（（（（アコーディオンアコーディオンアコーディオンアコーディオン））））

桂　小文枝 仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁福仁福仁福仁福 桂桂桂桂　　　　小春団治小春団治小春団治小春団治

大喜利
小文枝・仁福・坊枝 他

3/20（3/20（3/20（3/20（月月月月）～3/26（）～3/26（）～3/26（）～3/26（日日日日）））） 26日26日26日26日はははは弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演弥生日曜特別公演

月月月月 桂桂桂桂　　　　源太源太源太源太 林家林家林家林家　　　　染八染八染八染八 桂桂桂桂　　　　雀太雀太雀太雀太

TAIYOTAIYOTAIYOTAIYO

（（（（バランスバランスバランスバランス芸芸芸芸））））

桂桂桂桂　　　　あやめあやめあやめあやめ
仲入仲入仲入仲入りりりり

桂桂桂桂　　　　三三三三ノノノノ助助助助 桂桂桂桂　　　　三四郎三四郎三四郎三四郎 桂桂桂桂　　　　春蝶春蝶春蝶春蝶

火火火火 月亭月亭月亭月亭　　　　柳正柳正柳正柳正 林家林家林家林家　　　　染八染八染八染八 桂桂桂桂　　　　三三三三ノノノノ助助助助

TAIYOTAIYOTAIYOTAIYO

（（（（バランスバランスバランスバランス芸芸芸芸））））

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

月亭月亭月亭月亭　　　　文都文都文都文都 桂桂桂桂　　　　三四郎三四郎三四郎三四郎 桂桂桂桂　　　　春蝶春蝶春蝶春蝶

水水水水 月亭月亭月亭月亭　　　　柳正柳正柳正柳正 林家林家林家林家　　　　染八染八染八染八 桂桂桂桂　　　　三四郎三四郎三四郎三四郎

TAIYOTAIYOTAIYOTAIYO

（（（（バランスバランスバランスバランス芸芸芸芸））））

桂桂桂桂　　　　春蝶春蝶春蝶春蝶
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　　　　弥太郎弥太郎弥太郎弥太郎 桂桂桂桂　　　　九雀九雀九雀九雀

木木木木 桂桂桂桂　　　　小文三小文三小文三小文三 林家林家林家林家　　　　染八染八染八染八 桂桂桂桂　　　　雀太雀太雀太雀太

TAIYOTAIYOTAIYOTAIYO

（（（（バランスバランスバランスバランス芸芸芸芸））））

桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥
仲入仲入仲入仲入りりりり

月亭月亭月亭月亭　　　　文都文都文都文都 桂桂桂桂　　　　三四郎三四郎三四郎三四郎 桂桂桂桂　　　　九雀九雀九雀九雀

金金金金 桂桂桂桂　　　　小文三小文三小文三小文三 林家林家林家林家　　　　染八染八染八染八 桂桂桂桂　　　　雀太雀太雀太雀太

TAIYOTAIYOTAIYOTAIYO

（（（（バランスバランスバランスバランス芸芸芸芸））））

桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥
仲入仲入仲入仲入りりりり

月亭月亭月亭月亭　　　　文都文都文都文都 桂桂桂桂　　　　三四郎三四郎三四郎三四郎 桂桂桂桂　　　　あやめあやめあやめあやめ

土土土土 桂桂桂桂　　　　福留福留福留福留 林家林家林家林家　　　　染八染八染八染八 桂桂桂桂　　　　三三三三ノノノノ助助助助

TASUKUTASUKUTASUKUTASUKU

（（（（パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス））））

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　　　　あやめあやめあやめあやめ 桂桂桂桂　　　　三四郎三四郎三四郎三四郎 桂桂桂桂　　　　文之助文之助文之助文之助

日日日日 桂桂桂桂　　　　九寿玉九寿玉九寿玉九寿玉 林家林家林家林家　　　　染八染八染八染八 桂桂桂桂　　　　三四郎三四郎三四郎三四郎

TASUKUTASUKUTASUKUTASUKU

（（（（パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス））））

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

桂桂桂桂　　　　あやめあやめあやめあやめ 桂桂桂桂　　　　三語三語三語三語 桂　文枝

3/27（3/27（3/27（3/27（月月月月）～3/31（）～3/31（）～3/31（）～3/31（金金金金））））

月月月月 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　笑有笑有笑有笑有 桂桂桂桂　　　　健枝郎健枝郎健枝郎健枝郎 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　笑助笑助笑助笑助

キビートキビートキビートキビート

（（（（ジャグリングジャグリングジャグリングジャグリング））））

桂桂桂桂　　　　春団治春団治春団治春団治
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁昇仁昇仁昇仁昇 桂桂桂桂　　　　よねよねよねよね吉吉吉吉 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　鶴笑鶴笑鶴笑鶴笑

火火火火 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　笑有笑有笑有笑有 桂桂桂桂　　　　健枝郎健枝郎健枝郎健枝郎 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　笑助笑助笑助笑助

揚野揚野揚野揚野　　　　バンリバンリバンリバンリ

（（（（おおおお笑笑笑笑いいいい曲芸曲芸曲芸曲芸））））

桂桂桂桂　　　　春団治春団治春団治春団治
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁昇仁昇仁昇仁昇 桂桂桂桂　　　　よねよねよねよね吉吉吉吉 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　鶴笑鶴笑鶴笑鶴笑

水水水水 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　笑有笑有笑有笑有 桂桂桂桂　　　　健枝郎健枝郎健枝郎健枝郎 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　笑助笑助笑助笑助

揚野揚野揚野揚野　　　　バンリバンリバンリバンリ

（（（（おおおお笑笑笑笑いいいい曲芸曲芸曲芸曲芸））））

桂桂桂桂　　　　春団治春団治春団治春団治
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁昇仁昇仁昇仁昇 桂桂桂桂　　　　よねよねよねよね吉吉吉吉 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　鶴笑鶴笑鶴笑鶴笑

木木木木 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　笑有笑有笑有笑有 桂桂桂桂　　　　健枝郎健枝郎健枝郎健枝郎 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　笑助笑助笑助笑助

揚野揚野揚野揚野　　　　バンリバンリバンリバンリ

（（（（おおおお笑笑笑笑いいいい曲芸曲芸曲芸曲芸））））

桂桂桂桂　　　　春団治春団治春団治春団治
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁昇仁昇仁昇仁昇 桂桂桂桂　　　　三三三三ノノノノ助助助助 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　鶴笑鶴笑鶴笑鶴笑

金金金金 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　笑有笑有笑有笑有 桂桂桂桂　　　　弥壱弥壱弥壱弥壱 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　笑助笑助笑助笑助

揚野揚野揚野揚野　　　　バンリバンリバンリバンリ

（（（（おおおお笑笑笑笑いいいい曲芸曲芸曲芸曲芸））））

桂桂桂桂　　　　春団治春団治春団治春団治
仲入仲入仲入仲入りりりり

笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　仁昇仁昇仁昇仁昇 桂桂桂桂　　　　よねよねよねよね吉吉吉吉 笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭　　　　鶴笑鶴笑鶴笑鶴笑
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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。。。。



　2023　2023　2023　2023年2月8日現在年2月8日現在年2月8日現在年2月8日現在

18：3018：3018：3018：30

開開開開　　　　演演演演

18：0018：0018：0018：00

開開開開　　　　演演演演

18：0018：0018：0018：00

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

10：3010：3010：3010：30

開開開開　　　　演演演演

18：0018：0018：0018：00

開開開開　　　　演演演演

10：3010：3010：3010：30

開開開開　　　　演演演演

3月11日3月11日3月11日3月11日

（（（（土土土土））））

そうば・そうば・そうば・そうば・福丸福丸福丸福丸ふたりふたりふたりふたり会会会会

【【【【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：2,500：2,500：2,500：2,500円 　円 　円 　円 　（（（（自由席自由席自由席自由席・・・・整理番号有整理番号有整理番号有整理番号有）　　　　　　）　　　　　　）　　　　　　）　　　　　　※1/11※1/11※1/11※1/11（（（（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】】】】桂桂桂桂そうばそうばそうばそうば　　　　桂福丸桂福丸桂福丸桂福丸

【【【【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】】】】落語彩々落語彩々落語彩々落語彩々（090-2047-3754）（090-2047-3754）（090-2047-3754）（090-2047-3754）

3月3月3月3月４４４４日日日日

（（（（土土土土））））

第32回桂第32回桂第32回桂第32回桂まんまんまんまん我我我我ひとりひとりひとりひとり会会会会

【【【【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 ：3 ：3 ：3 ,500円 　,500円 　,500円 　,500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）　　　 　　　）　　　 　　　）　　　 　　　）　　　 　　　※12/22(※12/22(※12/22(※12/22(木木木木））））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】】】】桂桂桂桂まんまんまんまん我我我我　　　　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】】】】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）

3月9日3月9日3月9日3月9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  兵庫区民円  兵庫区民円  兵庫区民円  兵庫区民（（（（証明書提示証明書提示証明書提示証明書提示でででで前売前売前売前売・・・・当日当日当日当日）1,000）1,000）1,000）1,000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））））

【【【【出演出演出演出演】】】】桂三風桂三風桂三風桂三風　　　　旭堂南海旭堂南海旭堂南海旭堂南海　　　　桂三語桂三語桂三語桂三語　　　　桂弥壱桂弥壱桂弥壱桂弥壱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2/2(※2/2(※2/2(※2/2(木木木木））））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

【【【【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）

3月2日3月2日3月2日3月2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 当日円 当日円 当日円 当日：1,800：1,800：1,800：1,800円  兵庫区民円  兵庫区民円  兵庫区民円  兵庫区民（（（（証明書提示証明書提示証明書提示証明書提示でででで前売前売前売前売・・・・当日当日当日当日）1,000）1,000）1,000）1,000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））））

【【【【出演出演出演出演】】】】桂米團治桂米團治桂米團治桂米團治　　　　桂坊枝桂坊枝桂坊枝桂坊枝　　　　桂米輝桂米輝桂米輝桂米輝　　　　笑福亭呂翔笑福亭呂翔笑福亭呂翔笑福亭呂翔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2/2(※2/2(※2/2(※2/2(木木木木））））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

【【【【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）

3月7日3月7日3月7日3月7日

（（（（火火火火））））

続続続続続続続続続続続続続続続続こはるこはるこはるこはる節節節節

【【【【料金料金料金料金】】】】前売予約前売予約前売予約前売予約：3,500：3,500：3,500：3,500円円円円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ※※※※チケットチケットチケットチケット全全全全てててて前売予約制前売予約制前売予約制前売予約制

【【【【出演出演出演出演】】】】立川立川立川立川こはるこはるこはるこはる

【【【【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】】】】吉田食堂吉田食堂吉田食堂吉田食堂　（090-5096-4659）　（090-5096-4659）　（090-5096-4659）　（090-5096-4659）✉✉✉✉yoshida-shokudou @mail.goo.ne.jpyoshida-shokudou @mail.goo.ne.jpyoshida-shokudou @mail.goo.ne.jpyoshida-shokudou @mail.goo.ne.jp

3月5日3月5日3月5日3月5日

（（（（日日日日））））

桂三若独演会桂三若独演会桂三若独演会桂三若独演会～～～～故郷故郷故郷故郷にににに錦錦錦錦５５５５～～～～

【【【【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 　（（（（指定席指定席指定席指定席）　　　　　　　　 　　　　）　　　　　　　　 　　　　）　　　　　　　　 　　　　）　　　　　　　　 　　　　※1/7※1/7※1/7※1/7（（（（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】】】】桂三若桂三若桂三若桂三若　　　　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】】】】三友事務所三友事務所三友事務所三友事務所（（（（０６-６３７４-０１１４０６-６３７４-０１１４０６-６３７４-０１１４０６-６３７４-０１１４））））

　　　　　　　　　　　　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/)

3月11日3月11日3月11日3月11日

（（（（土土土土））））

3月12日3月12日3月12日3月12日

（（（（日日日日））））

月亭方正月亭方正月亭方正月亭方正・・・・林家菊丸林家菊丸林家菊丸林家菊丸・・・・桂桂桂桂かいかいかいかい枝三人会枝三人会枝三人会枝三人会

【【【【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　4,000　4,000　4,000　4,000円 　円 　円 　円 　（（（（指定席指定席指定席指定席）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※1/18※1/18※1/18※1/18（（（（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】】】】桂桂桂桂かいかいかいかい枝枝枝枝、、、、林家菊丸林家菊丸林家菊丸林家菊丸、、、、月亭方正月亭方正月亭方正月亭方正、、、、月亭柳正月亭柳正月亭柳正月亭柳正

【【【【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（（（（０７８-３３５-７０８８０７８-３３５-７０８８０７８-３３５-７０８８０７８-３３５-７０８８））））

福笑福笑福笑福笑！！！！女性礼賛落語会女性礼賛落語会女性礼賛落語会女性礼賛落語会

【【【【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）　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　※1/11※1/11※1/11※1/11（（（（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　　　　桂桂桂桂りょうばりょうばりょうばりょうば　　　　桂笑金  暁桂笑金  暁桂笑金  暁桂笑金  暁あんこあんこあんこあんこ

【【【【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）

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3333月月月月

18：3018：3018：3018：30

開開開開　　　　演演演演

18：18：18：18：３３３３0000

開開開開　　　　演演演演

19：0019：0019：0019：00

開開開開　　　　演演演演

10：0010：0010：0010：00

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

18：3018：3018：3018：30

開開開開　　　　演演演演

18：318：318：318：3００００

開開開開　　　　演演演演

19：0019：0019：0019：00

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

桂優々桂優々桂優々桂優々のコラボのコラボのコラボのコラボ寄席寄席寄席寄席

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：3,700：3,700：3,700：3,700円円円円　　　　　　　　当日当日当日当日：4,000：4,000：4,000：4,000円 　円 　円 　円 　（（（（指定席指定席指定席指定席）　　　　　　　　     ）　　　　　　　　     ）　　　　　　　　     ）　　　　　　　　     ※ ※ ※ ※ 1/14（1/14（1/14（1/14（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】】】】桂優々桂優々桂優々桂優々　　　　桂九桂九桂九桂九ノノノノ一一一一　ＴＨＥ ＢＡＷＤＩＥＳ　ＴＨＥ ＢＡＷＤＩＥＳ　ＴＨＥ ＢＡＷＤＩＥＳ　ＴＨＥ ＢＡＷＤＩＥＳ

【【【【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】】】】ゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆう会会会会（090-8792-6900）（090-8792-6900）（090-8792-6900）（090-8792-6900）

3月21日3月21日3月21日3月21日

（（（（火火火火））））

3月26日3月26日3月26日3月26日

（（（（日日日日））））

3月30日3月30日3月30日3月30日

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 　兵庫区民円 　兵庫区民円 　兵庫区民円 　兵庫区民（（（（証明書提示証明書提示証明書提示証明書提示でででで前売前売前売前売・・・・当日当日当日当日）1,000）1,000）1,000）1,000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））））

銀瓶銀瓶銀瓶銀瓶のののの喜楽館喜楽館喜楽館喜楽館でぎんぎんでぎんぎんでぎんぎんでぎんぎん！！！！Vol.10Vol.10Vol.10Vol.10

【【【【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　　　　一般一般一般一般　　　　３３３３,000円,000円,000円,000円　　　　中学中学中学中学・・・・高校生高校生高校生高校生　2,000　2,000　2,000　2,000円円円円　　　　小学生小学生小学生小学生　1,000　1,000　1,000　1,000円円円円（（（（指定席指定席指定席指定席） ） ） ） ※2/1※2/1※2/1※2/1（（（（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】】】】笑福亭銀瓶笑福亭銀瓶笑福亭銀瓶笑福亭銀瓶　　　　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】　】　】　】　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（（（（０７８-３３５-７０８８０７８-３３５-７０８８０７８-３３５-７０８８０７８-３３５-７０８８））））

3月19日3月19日3月19日3月19日

（（（（日日日日））））

3月20日3月20日3月20日3月20日

（（（（月月月月））））

ガチンコガチンコガチンコガチンコ！！！！

【【【【料金料金料金料金】】】】前売前売前売前売：3,800：3,800：3,800：3,800円円円円　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　※※※※チケットチケットチケットチケット全全全全てててて前売予約制前売予約制前売予約制前売予約制

【【【【出演出演出演出演】】】】三遊亭三遊亭三遊亭三遊亭わんわんわんわん丈丈丈丈　　　　桂源太桂源太桂源太桂源太　　　　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】】】】吉田食堂吉田食堂吉田食堂吉田食堂　（090-5096-4659）　（090-5096-4659）　（090-5096-4659）　（090-5096-4659）✉✉✉✉yoshida-shokudou @mail.goo.ne.jpyoshida-shokudou @mail.goo.ne.jpyoshida-shokudou @mail.goo.ne.jpyoshida-shokudou @mail.goo.ne.jp

3月23日3月23日3月23日3月23日

（（（（木木木木））））

3月25日3月25日3月25日3月25日

（（（（土土土土））））

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 兵庫区民円 兵庫区民円 兵庫区民円 兵庫区民（（（（証明書提示証明書提示証明書提示証明書提示でででで前売前売前売前売・・・・当日当日当日当日）1,000）1,000）1,000）1,000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））））

【【【【出演出演出演出演】】】】桂桂桂桂　　　　吉弥吉弥吉弥吉弥　　　　桂雀太桂雀太桂雀太桂雀太　　　　桂三四郎桂三四郎桂三四郎桂三四郎　　　　林家染八林家染八林家染八林家染八　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2/2※2/2※2/2※2/2（（（（木木木木））））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

【【【【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）

吉弥吉弥吉弥吉弥うぇうぇうぇうぇ～～～～ぶぶぶぶ　　　　まーちまーちまーちまーち

【【【【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）　　　　　　　　     ）　　　　　　　　     ）　　　　　　　　     ）　　　　　　　　     ※ ※ ※ ※ 1/19（1/19（1/19（1/19（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～～～～ぶぶぶぶ事務局事務局事務局事務局（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

ヤングのヤングのヤングのヤングの狂狂狂狂いいいい咲咲咲咲きききき漫才漫才漫才漫才

【【【【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 　（（（（自由席自由席自由席自由席・・・・整理番号有整理番号有整理番号有整理番号有）　　　   ）　　　   ）　　　   ）　　　   ※ ※ ※ ※ 1/15（1/15（1/15（1/15（日日日日））））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】】】】ヤングヤングヤングヤング

【【【【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】】】】フールズフールズフールズフールズ（（（（foolsyoung@gmail.comfoolsyoung@gmail.comfoolsyoung@gmail.comfoolsyoung@gmail.com））））

3月22日3月22日3月22日3月22日

（（（（水水水水））））

兵庫県神戸県民兵庫県神戸県民兵庫県神戸県民兵庫県神戸県民センターセンターセンターセンターpresentspresentspresentspresents ひょうご ひょうご ひょうご ひょうご県民寄席県民寄席県民寄席県民寄席

【【【【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：2,000：2,000：2,000：2,000円 　円 　円 　円 　（（（（指定席指定席指定席指定席）　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　※2/5※2/5※2/5※2/5（（（（日日日日））））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】】】】桂桂桂桂あやめあやめあやめあやめ　　　　桂春蝶桂春蝶桂春蝶桂春蝶　　　　桂三四郎桂三四郎桂三四郎桂三四郎　　　　桂弥太郎桂弥太郎桂弥太郎桂弥太郎　　　　林家染八林家染八林家染八林家染八

【【【【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）

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）　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　※11/15※11/15※11/15※11/15（（（（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】】】】笑福亭笑福亭笑福亭笑福亭たまたまたまたま　　　　桂梅団治桂梅団治桂梅団治桂梅団治　　　　露露露露のののの棗棗棗棗　　　　桂九桂九桂九桂九ノノノノ一一一一

【【【【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）

【【【【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（（（（０７８-３３５-７０８８０７８-３３５-７０８８０７８-３３５-７０８８０７８-３３５-７０８８））））

3月17日3月17日3月17日3月17日

（（（（金金金金））））

第239回第239回第239回第239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）　　  　 　　    　　）　　  　 　　    　　）　　  　 　　    　　）　　  　 　　    　　※1/21※1/21※1/21※1/21（（（（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】】】】月亭希遊月亭希遊月亭希遊月亭希遊　　　　笑福亭鉄瓶笑福亭鉄瓶笑福亭鉄瓶笑福亭鉄瓶　　　　瀧川鯉朝瀧川鯉朝瀧川鯉朝瀧川鯉朝　　　　中入中入中入中入　　　　桂春蝶桂春蝶桂春蝶桂春蝶　　　　桂文鹿桂文鹿桂文鹿桂文鹿

【【【【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）

3月16日3月16日3月16日3月16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 　兵庫区民円 　兵庫区民円 　兵庫区民円 　兵庫区民（（（（証明書提示証明書提示証明書提示証明書提示でででで前売前売前売前売・・・・当日当日当日当日）1,000）1,000）1,000）1,000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））））

【【【【出演出演出演出演】】】】桂小春団治桂小春団治桂小春団治桂小春団治　　　　露露露露のののの新治新治新治新治　　　　桂紋四郎桂紋四郎桂紋四郎桂紋四郎　　　　桂九桂九桂九桂九ノノノノ一一一一　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　※2/2(※2/2(※2/2(※2/2(木木木木））））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

【【【【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）

3月18日3月18日3月18日3月18日

（（（（土土土土））））

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

3月31日3月31日3月31日3月31日

（（（（金金金金））））

第第第第４４４４回 桂文珍勉強会回 桂文珍勉強会回 桂文珍勉強会回 桂文珍勉強会～～～～ガラクタガラクタガラクタガラクタ寄席寄席寄席寄席～～～～

【【【【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）  　　　　　　　　　　　）  　　　　　　　　　　　）  　　　　　　　　　　　）  　　　　　　　　　　　※2/9※2/9※2/9※2/9（（（（木木木木））））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】】】】桂文珍桂文珍桂文珍桂文珍　　　　笑福亭仁福笑福亭仁福笑福亭仁福笑福亭仁福　　　　桂三歩桂三歩桂三歩桂三歩　　　　桂楽珍桂楽珍桂楽珍桂楽珍　　　　桂三象桂三象桂三象桂三象

【【【【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】】】】FANYFANYFANYFANYチケットチケットチケットチケット（0570-550-100）10:00～18:00（0570-550-100）10:00～18:00（0570-550-100）10:00～18:00（0570-550-100）10:00～18:00

3月30日3月30日3月30日3月30日

（（（（木木木木））））

【【【【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 　兵庫区民円 　兵庫区民円 　兵庫区民円 　兵庫区民（（（（証明書提示証明書提示証明書提示証明書提示でででで前売前売前売前売・・・・当日当日当日当日）1,000）1,000）1,000）1,000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））））

【【【【出演出演出演出演】】】】笑福亭鶴笑笑福亭鶴笑笑福亭鶴笑笑福亭鶴笑　　　　桂三桂三桂三桂三ノノノノ助助助助　　　　笑福亭笑助笑福亭笑助笑福亭笑助笑福亭笑助　　　　桂健枝郎桂健枝郎桂健枝郎桂健枝郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2/2※2/2※2/2※2/2（（（（木木木木））））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

【【【【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）


