
〇会期：2月6日（金）～15日（日）の10日間　

〇会場：48会場（高円寺商店街内の店舗等、セシオン杉並、座・高円寺）　

〇公演数：69公演　　　〇出演者数：130名（予定）
日付 開場 開演 会の名称 番組 会場名

18:30 19:00 演芸まつり大前夜祭 ご案内：柳亭芝樂　出演：台所鬼〆 カフェ＆レストラン　アンリ・ファーブル 3000円 食事・ワンドリンク付 チケット取扱い 座・高円寺チケットボックス 電話 03-3223-7300

19:00 19:30 「一凜の逆襲」たからいいちりん講談会 宝井一凜(講談) koenji HACO 2000円 ワンドリンク付 予約・問合せ ノラや 電話 090-4249-0852

19:00 19:30 立川こはる勉強会 立川こはる(落語)　ゲスト：立川吉笑　　　 GALLERY工+with 1500円 予約・問合せ GALLERY工+with 電話 03-3313-5065

19:30 20:00 南国お笑いナイト 藤木勇人　柳家紫文　ばいそん　しゃもじ　イチャリバーズ　イチマルゴ 抱瓶 1500円 要別途ワンドリンク 予約・問合せ 抱瓶 電話 03-3337-1352

10:30 11:00 立川若手ワンコイン寄席・その１ 立川吉笑(落語)　立川らく人(落語) 庚申文化会館 500円 予約・問合せ 吉笑 メール kisshou.shouji@gmail.com

12:30 13:00 小杉湯寄席 橘家半蔵(落語)　とんぼ・まさみ(漫才)　台所鬼〆(落語) 小杉湯 500円

12:30 13:00 立川若手ワンコイン寄席・その２ 立川談吉(落語)　立川吉笑(落語)　立川らく人(落語) 庚申文化会館 500円 予約・問合せ 吉笑 メール kisshou.shouji@gmail.com

13:30 14:00 午後のノラ茶話会 弱つよむ(コミックソング)　東京ガールズ(音曲漫才) koenji HACO 1500円 ワンドリンク付 予約・問合せ ノラや 電話 090-4249-0852

13:30 14:00 14:00と18:00※二回公演　うわの空LIVE 高円寺スペシャル！ うわの空・藤志郎一座　ゲスト：星まこと、喜楽家楽喜　　 GALLERY工+with 2000円 予約・問合せ GALLERY工+with 電話 03-3313-5065

14:00 14:30 談吉と吉笑 立川談吉(落語)　立川吉笑(落語)　立川らく人(落語) 庚申文化会館 1700円 前売り1500円 予約・問合せ 吉笑 メール tatekawakisshou@gmail.com

14:30 15:00 ディズ寄席 柳家小団治(落語)　柳家小夏(三味線漫談)　鈴々舎馬るこ(落語) 串焼き処 ディズ 500円 木戸銭500円+ドリンク代250円より（ご注文ください）

16:30 17:00 渡辺建設寄席 橘家半蔵(落語)　とんぼ・まさみ(漫才)　台所鬼〆(落語) 渡辺建設地下ホール 500円

18:30 19:00 リブライズ「うおこう本棚」愛媛・落語 柳家花ん謝(落語)　萩田こうこ(朗読) うおこう 2000円 打ち上げあり（自由参加） 予約・問合せ うおこう 電話 03-3705-1185

18:30 19:00 グレイン寄席 柳家小団治(落語)　東京ガールズ(音曲漫才)　鈴々舎馬るこ(落語) ライブカフェ　グレイン 500円 木戸銭500円+ドリンク代400円より（ご注文ください）

12:30 13:00 長善寺寄席 柳家一琴(落語)　翁家和助(太神楽)　三遊亭歌太郎(落語) 長善寺 500円

13:30 14:00 笑ってセシオン♡（こころ）はホッコリ グレート義太夫　ダイオウイカ夫　ホロッコ　マッハスピード豪速球　馬鹿よ貴方は セシオン杉並 無料 定員先着550名 予約・問合せ 高円寺地域区民センター協議会 電話 03-3317-6614

14:30 15:00 ポポラーレ寄席 三遊亭遊史郎(落語)　ナオユキ(漫談)　柳家小蝠 (落語) イタリアン＆パエリア　ポポラーレ 500円 木戸銭500円+ドリンク代400円より（ご注文ください）

16:30 17:00 アップタウン寄席 柳家一琴(落語)　翁家和助(太神楽)　三遊亭歌太郎(落語) Uptown Koenji Gallery 500円 木戸銭500円+ドリンク代200円より（ご注文ください）

17:30 18:00 ノラや寄席「進め！新作・気鋭の会」 春風亭百栄(落語)　古今亭志ん八(落語) koenji HACO 3000円 ワンドリンク付・打ち上げあり（自由参加） 予約・問合せ ノラや 電話 090-4249-0852

18:30 19:00 トーキョーバイク寄席 三遊亭遊史郎(落語)　ナオユキ(漫談)　柳家小蝠 (落語) tokyobike shop 高円寺 500円 木戸銭500円+ドリンク代350円より（ご注文ください）

15:30 16:00 やみぃ寄席 三遊亭鳳志(落語)　ひびきわたる(キセル漫談)　三遊亭とむ(落語) yummy 500円 木戸銭500円+ドリンク代400円より（ご注文ください）

18:00 18:30 ペルキュア寄席 立川談奈(落語) ペルキュア整体院 1000円 予約・問合せ ペルキュア整体院 電話 03-3336-7343

18:30 19:00 うおこう寄席「文菊の会」 古今亭文菊(落語)　 うおこう 2000円 懇親会あり（自由参加） 予約・問合せ うおこう 電話 03-3705-1185

19:00 19:30 ちとしゃん亭「鬼〆・正太郎勉強会」 台所鬼〆(落語)　春風亭正太郎(落語) ちんとんしゃん 1500円 予約・問合せ 田島 電話 080-5875-2300

19:00 19:30 リーフ寄席 三遊亭鳳志(落語)　ひびきわたる(キセル漫談)　三遊亭とむ(落語) Reef 500円 木戸銭500円+ドリンク代400円より（ご注文ください）

12:30 13:00 ボンジュール寄席 立川談慶(落語)　柳家紫文(三味線漫談)　立川談奈(落語) シャンソン＆カラオケ　ボンジュール 500円 木戸銭500円+ドリンク代300円より（ご注文ください）

14:30 15:00 やっとやっと寄席 桂吉坊(落語)　マグナム小林(バイオリン漫談)　桂宮治(落語) 炭火串焼　やっとやっと 500円 木戸銭500円+ドリンク代350円より（ご注文ください）

16:30 17:00 パラダイス寄席 立川談慶(落語)　柳家紫文(三味線漫談)　立川談奈(落語) カラオケホール　パラダイス 500円 木戸銭500円+ドリンク代500円より（ご注文ください）

18:30 19:00 ルック三遊亭金八の会 三遊亭金八(落語) 高円寺フリースペース　ヒトツナ 1000円 予約・問合せ 金八 電話 03-6304-3295

18:30 19:00 萬感ワンコイン寄席 桂吉坊(落語)　マグナム小林(バイオリン漫談)　桂宮治(落語) 萬感 500円 木戸銭500円+ドリンク代300円より（ご注文ください）

19:00 19:30 ガールズナイト♡一夜の宴 東京ガールズ(音曲漫才)　ゲスト：金谷ヒデユキ(歌)　 一夜 2500円 ワンドリンク、おつまみ付 予約・問合せ 一夜 電話 03-3314-7655

20:30 21:00 萬感寄席「高円寺若手芸人会」 立川吉笑(落語)　立川笑二(落語) 萬感 1500円 要別途ワンドリンク、打ち上げあり（自由参加） 予約・問合せ 萬感 電話 03-3314-5008

12:30 13:00 麦酒工房寄席 柳亭芝樂(落語)　伊藤夢葉(マジック)　春雨や雷太(落語)　 高円寺麦酒工房 500円 木戸銭500円+ドリンク代500円より（ご注文ください）

12:30 13:00 うおこう寄席「笑二と津軽三味線の会」 立川笑二(落語)　寂空(津軽三味線) うおこう 2000円 打ち上げあり（自由参加） 予約・問合せ うおこう 電話 03-3705-1185

13:00 13:30 五派の会 笑福亭笑助　柳家緑君　立川三四楼　笑福亭羽光　三遊亭とむ 笑や　～Cafe de Live～ 2500円 前売り2000円／ワンドリンク付 予約・問合せ 笑や 電話 050-1361-1566 

14:30 15:00 HACO寄席 古今亭菊志ん(落語)　神田山緑(講談)　春風亭一左(落語) koenji HACO 500円 木戸銭500円+ドリンク代500円より（ご注文ください）

14:30 15:00 立川志らら・笑福亭瓶二ふたり会 立川志らら(落語)　笑福亭瓶二(落語)　ゲスト：喜楽家楽喜 GALLERY工+with 2000円 予約・問合せ GALLERY工+with 電話 03-3313-5065

16:30 17:00 川嶋家寄席 柳亭芝樂(落語)　伊藤夢葉(マジック)　春雨や雷太(落語)　 川嶋家寿司本店 500円 木戸銭500円+ドリンク代200円より（ご注文ください）

17:30 18:00 鐙の会スペシャル 柳家小せん(落語)　ゲスト：春風亭正太郎(落語)　開口一番：柳家あお馬(落語)　　 koenji HACO 2000円 ワンドリンク付・打ち上げあり（自由参加） 予約・問合せ ノラや 電話 090-4249-0852

18:30 19:00 クアトロ寄席 古今亭菊志ん(落語)　神田山緑(講談)　春風亭一左(落語) ラ コシーナ デル クアトロ 500円 木戸銭500円+ドリンク代500円より（ご注文ください）
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日付 開場 開演 会の名称 番組 会場名

12:30 13:00 コロンボ寄席 春風亭百栄(落語)　柳家わさび(落語)　柳亭市楽(落語) カレーハウスコロンボ 500円 木戸銭500円+ドリンク代500円より（ご注文ください）

14:30 15:00 ラビアデッソ寄席 柳家我太楼(落語)　林家二楽(紙切り)　三遊亭ぬう生(落語)　 盆栽屋　ラビアデッソ 500円

16:30 17:00 コクテイル寄席 春風亭百栄(落語)　柳家わさび(落語)　柳亭市楽(落語) 古本酒場 コクテイル 500円 木戸銭500円+ドリンク代500円より（ご注文ください）

18:00 18:30 サンコム寄席 柳家我太楼(落語)　林家二楽(紙切り)　三遊亭ぬう生(落語)　 サンワコムシスエンジニアリング 500円

19:00 19:30 柳家紫文ライブ＠グレイン 柳家紫文(三味線漫談)　東京ガールズ(音曲漫才) ライブカフェ　グレイン 2500円 ワンドリンク付 予約・問合せ グレイン 電話 03-6383-0440

19:00 19:30 Charlie Koenji Chaplin ちゅうさん(パントマイム)　BARON(ボードビル) 高円寺Pundit’ 2500円 前売り2000円／要別途ワンドリンク 予約・問合せ 高円寺Pundit’ 電話 090-2588-9905

19:30 20:00 Good Luck-Go the Garage 三遊亭時松(落語)　 cafe garage Dogberry 1000円 要別途ワンドリンク 予約・問合せ cafe garage Dogberry 電話 03-3337-1651

20:30 21:00 萬感寄席「女流芸人会」 立川こはる(落語)　ゲスト：春風亭ぴっかり☆(落語)　 萬感 1500円 要別途ワンドリンク、打ち上げあり（自由参加） 予約・問合せ 萬感 電話 03-3314-5008

14:30 15:00 幸寿司寄席 三遊亭金八(落語)　好田タクト(指揮者形態模写)　柳家ほたる(落語) 幸寿司新館 500円

18:30 19:00 高円寺楽々亭 柳亭芝樂(落語)　柳家喬之進(落語)　神田あおい(落語)　 ひのや 1500円 前売り1000円 予約・問合せ 芝樂 電話 090-4415-8846

19:00 19:15 談笑の弟子!! 立川吉笑(落語)  立川笑二(落語)　立川笑笑(落語) 庚申文化会館 1700円 前売り1500円 予約・問合せ 電話 090-3652-3190

19:00 19:30 すごろくや寄席 三遊亭金八(落語)　好田タクト(指揮者形態模写)　柳家ほたる(落語) ボードゲームスペース　す箱 500円 木戸銭500円+ドリンク代140円より（ご注文ください）

19:00 19:30 イロモノ酒場 BARON(ボードビル)　岡大介(缶カラ三線) コネクシオン 2000円 前売り1500円／要別途ワンドリンク 予約・問合せ コネクシオン 電話 03-3312-8688

10:30 11:00 クロスポイント寄席 三遊亭萬橘(落語)　田辺銀冶(講談)　三遊亭鳳笑(落語) カフェ　クロスポイント 500円 木戸銭500円+ドリンク代450円より（ご注文ください）

12:30 13:00 かりゆし演芸まつり 藤木勇人、スケルトニクス、キャン×キャン、nacil、1,2の大心、しゃもじ、イチャリバーズ 座・高円寺２ 3000円 チケット取扱い 座・高円寺チケットボックス 電話 03-3223-7300

12:30 13:00 ヒトツナ寄席 立川志ら乃(落語)　ダーク広和(マジック)　立川吉笑(落語) 高円寺フリースペース ヒトツナ 500円 木戸銭500円+ドリンク代400円より（ご注文ください）

13:30 14:00 ギャラリー久落語会 三遊亭ぬう生(落語) ギャラリー久 1000円 打ち上げあり（自由参加） 予約・問合せ ギャラリー久 電話 03-3330-3246

14:30 15:00 一期一会寄席 三遊亭萬橘(落語)　田辺銀冶(講談)　三遊亭鳳笑(落語) 一期一会 500円 木戸銭500円+ドリンク代300円より（ご注文ください）

16:30 17:00 平安祭典寄席 立川志ら乃(落語)　ダーク広和(マジック)　立川吉笑(落語) 平安祭典　高円寺会館 500円

17:30 18:00 小夏のほっとらいぶ 柳家小夏(三味線漫談) ＡＧ２２ライブバー 1000円 要別途ワンドリンク 予約・問合せ ＡＧ２２ライブバー 電話 03-3316-3877

17:30 18:00 座・高円寺寄席「祭りだワッショイ　四派でワッショイ」 林家彦いち(落語)　桂文治(落語)　立川談笑(落語)　三遊亭兼好(落語)　 座・高円寺２ 3000円 チケット取扱い 座・高円寺チケットボックス 電話 03-3223-7300

18:30 19:00 山遊亭くま八×楓明寄席EX 山遊亭くま八(落語)　楓明寄席の仲間たち ライブカフェ　グレイン 無料 投げ銭大歓迎 予約・問合せ グレイン 電話 03-6383-0440

10:30 11:00 そば信濃寄席 春風亭柳好(落語)　マギー隆司(マジック)　柳亭小痴楽(落語) そば信濃 500円

12:30 13:00 がんじゅーや寄席 柳家はん治(落語)　ストレート松浦(ジャグリング)　春風亭正太郎(落語) GANJUUYAA 500円 木戸銭500円+ドリンク代400円より（ご注文ください）

14:30 15:00 ひもの屋寄席 春風亭柳好(落語)　マギー隆司(マジック)　柳亭小痴楽(落語) ひもの屋 500円 木戸銭500円+ドリンク代300円より（ご注文ください）

16:30 17:00 氷川神社寄席 柳家はん治(落語)　ストレート松浦(ジャグリング)　春風亭正太郎(落語) 氷川神社 500円

17:30 18:00 立川談慶独演会 立川談慶(落語) ＡＧ２２ライブバー 2000円 ワンドリンク付 予約・問合せ ＡＧ２２ライブバー 電話 03-3316-3877

17:30 18:00 江戸落語を聴いて江戸東京野菜を食べよう 立川吉笑(落語) うおこう 2000円 打ち上げあり（自由参加） 予約・問合せ うおこう 電話 03-3705-1185

17:30 18:00 座・高円寺寄席「来た、来た、来た！　笑いの肝はここにあり！」 古今亭志ん輔(落語)　古今亭菊之丞(落語)　江戸家小猫(動物ものまね)　古今亭始(落語)　 座・高円寺２ 3000円 チケット取扱い 座・高円寺チケットボックス 電話 03-3223-7300

【関連企画／太神楽、展示】

11日（水・祝）12:30-16:00 「町内廻り～獅子舞によるお祓い～」 太神楽曲芸協会若手社中　（会場）純情商店街～パル商店街、北口駅前広場　　（料金）無料

3日（火）～3月1日（日）会期中無休 9:00～22:00 橘流寄席文字五十年 (会場)Galleryアソビバ（座・高円寺地下２F）　　 (料金)無料　　協力：橘流寄席文字一門／橘右近コレクション

6日（金）～15（日）　こうしん通り寄席描きアート展　（会場）庚申通り商店街内、約75店舗　　（料金）無料　協力：日本落画家協会

【関連企画／アマチュアの会】

14日（土）　開場・開演14:00　ゆうゆう館寄席　（会場）ゆうゆう高円寺南館　（料金）300円（お茶菓子付き）　（出演）新保次雄、高円寺亭たら好、高円寺亭小鈴、高円寺亭ぬう坊

15日（日）開場・開演11:30　座・高円寺 みんなの作業場「子ども寄席」　（会場）座・高円寺阿波おどりホール 　（料金：無料）

15日（日）開場13:00　開演13:30　杉落研大演芸会　（会場）高円寺北区民集会所　（料金）無料　（出演）「杉並江戸落語研究会」15名

15日（日）開場14:00　開演15:00　カフェで楽しむ落語　（会場）cafe garage Dogberry 　（料金）500円／要別途ワンドリンク　（出演）「はちまん落語会」３名

【飲食企画】

7（土）,8（日）,11（水・祝）,14（土）,15（日）　11:00～16:00　　（会場）高円寺駅前南北広場 　「円日」　キッチンカー、屋台の出店。形の丸い食べもの（たこ焼き、今川焼、お好み焼き等）のほか、身体の温まる食べものを販売。

6日（金）～15日（日） 噺に出てくる食べ物を高円寺の飲食店、約20店舗で提供。
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