
 
日本英語交流連盟 

The English-Speaking Union of Japan 

 

＜Lecture & Performance in English＞ 

 

【Zoom!】 

Free of Charge for ESUJ Members! 

ALL THE WAY FROM BROADWAY, NEW YORK 

RAKUGO! 

 

Join Katsura Sunshine, the Canadian Rakugo story-teller, temporarily back 

in Japan from Off Broadway, New York. Hear his RAKUGO, and his vivid 

account of how he managed to spread laughter and mirth across the 

oceans and continents through this uniquely Japanese form of 

entertainment. Feel free to ask questions as well.  

 
Wednesday, 11 November 2020  19:30-20:40 
 
Venue:   Zoom 
 (The link will be sent to your registered email address by November 10.) 

          
Charge:  ESUJ Member Free! / Guest 2,000 yen  
 
Max Capacity: 80 people 
 
To attend:  https://ws.formzu.net/fgen/S42466781/ 
Or, ESUJ Web Site  http://www.esuj.gr.jp  by Tuesday, 3rd November   

 

 

        

 

KATSURA SUNSHINE 
Born in Toronto and holds Canadian and Slovenian 
citizenship. 
Studied classics at the University of Toronto and 
produced his musical version of Aristophanes’ 
“Clouds”. 
Apprenticed under Katsura Bunshi and became the 
first ever Western Rakugo-ka in the Kamigata tradition 
(Osaka/Kyoto) and the only second in Japanese history 
after his predecessor Kairakutei Burakku a hundred 
years before. 
Toured over 5 continents performing in 3 languages 
(Japanese, English and French). 
Made his London West End debut and New York 
Off-Broadway debut in three-seek runs in both cities. 
His open-ended run Off Broadway at the famous New 
World Stages stopped at six months interrupted by the 
Covid-19 Pandemic and is scheduled to re-open when 
Broadway theatres resume performances. 

https://ws.formzu.net/fgen/S42466781/
http://www.esuj.gr.jp/


 
日本英語交流連盟 

The English-Speaking Union of Japan 

 

 

＜Lecture & Performance in English＞ 

【Zoom 開催】 

ESUJ 会員は無料！ 

はるばるニューヨーク・ブロードウエーから 一 落語でおひさしぶり！ 

 

ニューヨークから一時日本に戻っている 

カナダ人落語家 桂三輝（カツラ・サンシャイン）の落語をお楽しみください。 

日本のこのユニークな話芸で世界各地に笑い声と喜びを 

どのようにばらまいてきたかについての生き生きとした話も聞けます。 

質疑もありますので、どんどん質問してください。 

 
2020 年 11 月 11 日（水）   19:30～20:40 
 
会場：Zoom（ご登録いただいたメールアドレスに、前日までにお送りします。） 
 
参加費：ESUJ 会員 無料！ /  ゲスト  \2,000 
 
定員：80 名 
 
申込： https://ws.formzu.net/fgen/S42466781/ 
 

又は、ESUJ Web Site  http://www.esuj.gr.jp から。 
 
締切：11 月 3 日（火） 
 

 

 

桂三輝（カツラ・サンシャイン） 

トロント出身．カナダおよびスロベニア国籍。トロント大

学で古典を学び、アリストファネスの「雲」のミュージカ

ルを制作。 

桂文枝師匠に弟子入りし、西洋人として初の上方落語家、

日本では１００年前の快楽亭ブラックに次いで２番目の落

語家となる。 

世界５大陸で、日本語、英語、フランス語の３言語で公演。 

ロンドンのウエストエンド、ニューヨークのオフ・ブロー

ドウエーでそれぞれ３週間の公演でデビュー。オフ・ブロ

ードウエーの有名なニューワールドステージにおける公演

は６ヶ月続いたところでコロナ・パンデミックのため中断

されたが、ブロードウエーの劇場が開き次第再開の予定。 

https://ws.formzu.net/fgen/S42466781/
http://www.esuj.gr.jp/

