＜有望若手応援寄席＞いままでの出演者と演目
入船亭扇辰
2001/04/29①
07/15②
10/07③
2002/01/13④
05/05⑤
07/20⑥
10/26⑦
2003/01/25⑧
古今亭菊之丞
2003/01/25
04/20①
07/21②
11/09③
2004/01/25④
05/23⑤
07/25⑥
10/17⑦
2005/01/23⑧
04/17⑨
07/10⑩
11/20⑪
2006/01/29⑫
04/23⑬
07/23⑭
10/09⑮
2007/01/21⑯
07/29⑰
10/14⑱
2008/01/27⑲
04/27⑳
08/24㉑
11/24㉒
2009/02/22㉓

片棒 幾代餅
麻のれん ちりとてちん
化け物使い 目黒のさんま
悋気の独楽 鹿政談
千早ふる 家見舞
藁人形 甲ふい
道具屋 紋三郎稲荷
蒟蒻問答 ねずみ

崇徳院（ｹﾞｽﾄ出演）
紙入れ 妾馬
青菜 明け烏
七段目 お見立て
不動坊火焔 素人鰻
祇園会 鰻の幇間
片棒 百川
湯屋番 三味線栗毛
火焔太鼓 干物箱
家見舞い
愛宕山
浮世床 幾代餅
野晒し 二番煎じ
替わり目
転宅
垂乳根 町内の若い衆 幇間腹

青菜 付き馬
四段目 短命
棒たら 強飯女郎買い
権助魚 唐茄子屋政談
初天神 景清
転失気 五人廻し
崇徳院 花見の仇討ち
鰻の幇間 天狗裁き
寝床 二番煎じ
茶の湯 明け烏

三遊亭鬼丸（きん歌）
2009/06/28① 御神酒徳利 新巌流島
2010/02/27② 幇間腹 味噌蔵 ねずみ
柳家小せん（鈴々舎わか馬）
2009/08/02① 金明竹 盃の殿様 二十四孝
2010/04/24② 新聞記事 人形買い 野晒し

三遊亭王楽
2009/06/28① 読書の時間

三味線栗毛

春風亭一之輔
2009/07/12①浮世床 青菜 夏泥
2010/01/17②初天神 くしゃみ講釈 明烏
2010/07/25③短命 鰻の幇間 唐茄子屋政談
2011/01/30④やかん 抜け雀 蛙茶番
2011/09/25⑤道具屋 代書屋 宿屋の富
2012/10/28⑥壺算 化け物使い 宿屋の仇討

柳家三三
2000/10/29①
2001/02/11②
05/19③
08/25④
11/17⑤
2002/02/24⑥
05/26⑦
08/17⑧
2003/02/23⑨
05/25⑩
08/24⑪
10/26⑫
2004/02/28⑬
04/25⑭
08/22⑮
11/21⑯
2005/02/27⑰
05/29⑱
08/21⑲
12/18⑳
2006/02/26㉑
06/18㉒
09/17㉓
2007/02/18㉔
04/22㉕
06/17㉖
09/16㉗
12/16㉘
2008/02/24㉙
06/15㉚
09/13㉛
12/07㉜
2009/03/20㉝

第 1 回(2000 年 10 月)～第 171 回(2015 年 1 月)

五目講釈 時そば 万両婿
二十四孝 金明竹 らくだ
垂乳根 青菜 千両みかん
転宅 錦の袈裟 蒟蒻問答
真田小僧 味噌蔵 宮戸川
やかん 夢金 長屋の花見
湯屋番 藪入り
唐茄子屋 不動坊火焔
くしゃみ講釈 道灌 権助提灯
壺算 幇間腹 佃まつり
ろくろ首 ねずみ
真田小僧
百川 大工調べ
道具屋 釜どろ 井戸の茶碗
お若伊之助 のめる
加賀の千代 大山詣り 夏泥
欠伸指南 不孝者 粗忽の使者
長短 宿屋の富 二番煎じ
やかん 牛ほめ 乳房榎
お菊の皿
巌流島
短命
蟇の油 睨み返し 茶金
家見舞 粗忽長屋 試し酒
狸の札 文違い 転失気
唐茄子屋 四の字嫌い 締込
味噌豆 五貫裁き 悋気の独楽
一目上り へっつい幽霊 明烏
出来心 品川心中 笠碁
千早ふる 王子の狐 竹の水仙
普段の袴 言訳座頭 五目講釈
道具屋 鹿政談 宮戸川
垂乳根 猫の災難 万両婿
高砂や 雛鍔 死神
四の字嫌い 万金丹 加賀の千代
三人旅 鹿政談 花見の仇討ち

三遊亭兼好 （好二郎）
2005/10/23① 黄金の大黒 権助芝居
2006/05/21② だくだく
壺算
12/17③ 元犬 死神
2007/03/25④ うどん屋
崇徳院
08/19⑤ 兵庫舟 お化け長屋
2008/03/23⑥ 長屋の花見 山崎屋
07/27⑦ 天災 締め込み
2009/01/24⑧ 花筏 王子の狐
立川談修
2009/11/22①夢の酒 長短 大山詣り
2010/08/21②家見舞 目黒のサンマ 猫の災難
2011/02/26③かつぎや 新聞記事 蒟蒻問答
2011/10/30④だくだく 蟇の油 佐野山
2012/06/24⑤芋俵 紙入れ 鰻の幇間
2013/06/29⑥蛙茶番 紺屋高尾

春風亭柳朝 （朝之助）
2000/12/24① 一目上がり 大師の杵
2001/03/17② 宗論 後生鰻 ねずみ
06/16③ 悋気の独楽
手水廻し
09/15④ 黄金の大黒
唖の釣り
12/16⑤ 猫の皿 尻餅
2002/03/24⑥ 牛ほめ
崇徳院
06/22⑦ 平林 井戸の茶碗
09/28⑧ 転失気
お菊の皿
12/21⑨ 持参金
抜け雀
2003/03/23⑩ ふたなり 鹿政談
06/22⑪ 狸賽 明け烏
09/28⑫ 鮑のし
初音の鼓
12/14⑬ 千早振る 藪入り
2004/03/21⑭ 真田小僧 長屋の花見
06/26⑮ 荒茶
日和違い
09/20⑯ 垂乳根 ぞろぞろ
12/26⑰ 子ほめ
町内の若い衆
2005/03/21⑱ 坊主の遊び 開帳の雪隠
06/26⑲ ちりとてちん 代脈
10/02⑳ 天災 大所の犬
2006/03/26㉑ 蜘蛛駕篭
品川心中
08/20㉒ 桃太郎
武助馬
11/12㉓ 道灌 目黒のさんま
2007/05/27㉔ 浮世床 宿屋の仇討ち
11/25㉕ 試し酒 不動坊火焔
2008/05/25㉖ 今戸の狐 青菜
10/26㉗ 鹿政談 お菊の皿
立川晴の輔（志の吉）
2009/05/16① 寿限無 持参金 天狗裁き
2009/12/27② 一目上がり 片棒 芝浜
2010/05/23③ 十徳 紙入れ 竹の水仙
2011/03/26④ 茶の湯 藪入り
2011/07/30⑤ 金明竹 千両みかん
2012/02/25⑥ 元犬 禁酒番屋 厩火事
2012/08/25⑦ 桃太郎 青菜 船徳
2013/02/23⑧ 牛ほめ 猿後家 浜野規随
桂やまと（才紫）
2009/08/30①看板のピン宮戸川 菎蒻問答
2010/03/27②子誉め 粗忽長屋 井戸の茶碗
2010/12/26③ 阿武松
付き馬
2011/08/28④ 平林 夢の酒 もう半分
2012/04/22⑤ 熊の皮 雛鍔 百川
2013/03/23⑥ 黄金の大黒 あくび指南
花見の仇討

2014/02/22⑦ たらちね 壺算 芝浜
2014/07/27⑧ 豆や 藪入り

演目別 50 音順一覧表もあります。
林家たけ平
2009/09/27①（第 107 回）紀州 干物箱 浜野矩随
2010/06/27②（第 116 回）真景累ヶ淵･豊志賀の死
2011/04/29③（第 126 回）らすとそんぐ 花筏 景清
2012/07/28④（第 141 回）袈裟御前 麻のれん 唐茄子屋政談
2013/09/29⑤（第 155 回）大師の杵 竹の水仙 阿武松
2014/04/29⑥（第 162 回）荒茶 首護送 妾馬
三遊亭好の助
2010/09/26①（第 119 回）三方一両損 試し酒 死神
2011/06/26②（第 128 回）唖の釣り 明烏 寝床
2011/11/27③（第 133 回）表札 猪買い 御慶
2012/11/25④（第 145 回）孝行糖 佐々木政談 双蝶々
2013/08/25⑤（第 154 回） 蚊戦 粗忽の釘 小間物屋政談
2014/03/29⑥（第 161 回）狸賽 頂き猫 百年目
2014/12/28⑦（第 170 回）家見舞 山崎屋 芝浜
三笑亭夢吉
2010/10/24①（第 120 回）寄合酒 身投げ屋 佐々木政談
2011/05/29②（第 127 回）両泥 四人癖 花見小僧
2012/01/28③（第 135 回） 初天神 鷺取り てれすこ
2012/12/23④（第 146 回）肥えがめ 佐野山 睨み返し
2013/07/28⑤（第 153 回） 宗論 のっぺらぼう 井戸の茶碗
2014/08/24⑥（第 166 回）思ひ出 天狗裁き 将棋の殿様
春風亭ぴっかり
2012/03/25①（第 137 回）垂乳根 辰巳の辻占 松山鏡
2012/09/22②（第 143 回）牛誉め 反対車 鼓ケ滝 牛丼晴れ舞台
2013/04/29③（第 150 回）金明竹 湯屋番 片棒
2013/11/24④（第 157 回）動物園 次の御用日 父親検定
元禄女太陽伝
2014/10/12⑤（第 168 回）こうもり お菊の皿 たちきり
桂宮治
2013/05/26①（第 151 回）道灌
強情灸
お見立て
2013/12/28②（第 158 回）看板のピン 替り目 七段目
2014/06/28③（第 164 回）皿屋敷 花色木綿 鰻の幇間
立川談吉
粗忽長屋
2013/10/26①（第 156 回）子ほめ しわいや 夕立勘五郎
2014/05/25②（第 163 回）垂乳根 孝行糖 竹の水仙
笑福亭べ瓶
2014/01/26①（第 159 回）いらち俥 書割り盗人 ふぐ鍋
2014/09/27②（第 167 回）真田小僧 餅屋問答 ねずみ
立川笑二
2014/11/30①（第 169 回）猪買い 三方一両損 ねずみ穴
桂吉坊
2015/01/25①（第 171 回）酒の粕 住吉駕籠 はてなの茶碗
その他・（前座 or ゲスト）
2001/09/15 春風亭朝左久
2003/02/23 古今亭いち五
2001/12/16 春風亭朝左久
2003/03/23 春風亭朝左久
2002/03/24 春風亭朝左久
2003/08/24 橘家亀蔵
2002/05/05 入船亭扇里
2008/01/27 春風亭一左
2002/05/26 古今亭いち五
2008/07/27 三遊亭かっ好
2002/06/24 春風亭朝左久
2008/08/24 柳亭市朗
2002/07/20 入船亭ゆう一
2008/10/26 春風亭ぽっぽ
2002/08/17 鈴々舎わか馬
2008/11/24 柳亭市也
2002/09/28 春風亭朝左久
2009/01/24 春風亭朝也
2002/10/26 柳家ごん白
2009/02/22 柳家小んぶ
2002/12/21 春風亭朝左久
2010/12/26 春風亭ぽっぽ

特別興行（第 1 回～第 10 回）
2002/11/30 ＜三人勢揃い＞ 会場：一丁目倶楽部
柳朝 唖の釣り
三三 五貫裁き
扇辰 心眼
････････････････････････････････････････････････････
2009/04/04（第 101 回）会場：一丁目倶楽部
通算１００回突破記念＜五人勢揃い＞
古今亭志ん坊 無精床
三遊亭兼好
野ざらし
柳家三三
締め込み
入船亭扇辰
徂徠豆腐
春風亭柳朝
夢の酒
古今亭菊之丞 お見立て
････････････････････････････････････････････････････
2010/01/24（第 111 回）会場：飯能市民会館小ホール
三遊亭王楽真打昇進披露興行
立川松幸
真田小僧
三遊亭兼好 高砂や
春風亭柳朝 武助馬
三遊亭遊雀 看板の一
披露口上
立川談幸 町内の若い衆
三遊亭王楽 夢金
････････････････････････････････････････････････････
2010/06/06 会場：飯能市民会館大ホール
三遊亭楽太郎改め六代目円楽襲名披露興行
三遊亭好吉 みそ豆
三遊亭王楽 宮戸川
三遊亭小円楽 火焔太鼓
披露口上
三遊亭全楽 真田小僧
三遊亭円楽 藪入り
････････････････････････････････････････････････････
2010/11/30 会場：飯能市民会館大ホール
三遊亭鬼丸真打昇進記念円歌一門会 披露口上
三遊亭多歌介 浪曲社長
三遊亭歌之介 幕末龍馬伝
三遊亭鬼丸
親子酒
三遊亭円歌 中澤家の人々
････････････････････････････････････････････････････
2011/12/25 会場：飯能市民会館小ホール
林家正蔵･たけ平師弟会
林家たけ平 大師の杵
宿題
林家正蔵
悋気の独楽 一銭笛
････････････････････････････････････････････････････
2012/05/27 会場：飯能市民会館小ホール
柳家三三たっぷり独演会
柳家三三
かぼちゃ屋
締め込み
五貫裁き
････････････････････････････････････････････････････
2013/01/26 会場：飯能市民会館小ホール お正月落語会
林家たけ平 扇の的
立川志の吉 松竹梅
立川談幸 短命
のだゆき
三遊亭歌之介 龍馬伝
････････････････････････････････････････････････････
2013/06/29 会場：一丁目クラブ
立川談修真打昇進披露
立川談幸 蛙茶番 立川談修 青菜 紺屋高尾

････････････････････････････････････････････････････
2014/04/19 会場：飯能市民会館小ホール
風間杜夫＆立川談幸ふたり会
立川談幸 鹿政談 試し酒
風間杜夫 風呂敷 宿屋の冨

････････････････････････････････････････････････････
2015/03/21 会場：飯能市民会館小ホール （完売）
笑福亭鶴瓶 林家たけ平 笑福亭べ瓶 桂宮治
････････････････････････････････････････････････････
2015/03/21 会場：飯能市民会館小ホール （発売中）
柳家三三 鏡味仙成

