
昭和 43年 3月 御園座 

主な配役 

 

昼の部 

「駕や捕物帳」 

茶店の娘おくに（大津十詩子） 旅芸人の娘おくみ（水谷加代） 同おゆう（寺前

浅子） 飴屋佐助（西村一文） 旅役者沢村時雨（大路美也子） 同花紅（松上

美代子） 同都（藤枝登喜子） 同夕花（若間逸子） 同立花（御陵多栄子） 同

花菱（宇田京子） 頭取太吉（槇宏樹） 男衆政三（山城隆幸） 同弥助（奥野広

志） 江戸の職人長五郎（淀川曠平） 同清七（沢田光生） 駕屋千鳥足の直作

（長谷川稔） 同うしろ向きの弥太（八木五文楽） 旅の人幸吉（喜多康樹） 領

主前田能登守（中村魁幸） 家臣早瀬源吾（守田秀郎） 同赤沼主税（金乃成

樹） 目明し仙吉（高田亘） 同藤七（尾形桃太郎） 金貸し惣兵衛（三井康弘） 

同心進藤（中川雅夫） 捕手（池平勝・脇田高吉・山田光夫・今川正・二階堂博） 

旅の男（宗政日出雄・言美健市・金田稔） 旅の女（井上弘子・杉岡美代・井原

信子・稲森洋子・熊取谷幸子） その他捕手、旅の人大ぜい 

 

「高灯篭」 

近所の女とめ（花村美津子） せいの妹富子（曽我廼家鶴蝶） その夫春吉（小

島慶四郎） 媒酌人大槻（東靖夫） その妻文子（石島康代） 主人窪田由造

（花和幸助） その妻おせい（石河薫） 美容師鈴子（白川淳子） 助手友子（若

間逸子） 同政子（宇田京子） 花嫁雪子（真野和子） 警防団 A(沢田光生） 

同 B(村田幸三） 同 C(槇宏樹） 同 D(二階堂博） 佐伯たかえ（酒井光子） 石

津信一（小島秀哉） 加納屋おかみお常（滝見すが子） 陸軍大尉佐々木軍平

（伴心平） 憲兵軍曹国田（金乃成樹） 同多門（守田秀郎） 憲兵上等兵四方

（中村魁幸） 同野村（西村一文） タクシー運転手（山田光夫） 近所の人（松

上美代子・御陵多栄子・池平勝・脇田高吉・今川正・山城隆幸・奥野広志・井上

弘子・藤田里美・寺前浅子・杉岡美代・宗政日出夫・言美健市・金田稔・井原信

子・稲森洋子・熊取谷幸子） 

 

「善人は生きている」 

家政婦矢沢（白川淳子） 出入の人小山（長谷川稔） 昔の番頭田村（千葉蝶

三朗） 弟吉男（小島秀哉） 姉久子（酒井光子） 妹弥生（大津十詩子） 父石

井久吉（渋谷天外） 華そば屋光来軒（小島慶四郎） そばを喰う人（三井康弘） 

通行の人A(西村一文） 同B(今川正） 同C(脇田高吉） そばを注文した娘（水

谷加代） 田村の友江川（高田亘） 出入の植為（伴心平） 子を抱いた女よね



（曽我廼家鶴蝶） 兄石井久一（藤山寛美） 田村の娘初子（四条栄美） その

夫井上（中川雅夫） 知人伊藤（東靖夫） 叔母静江（石河薫） その息子幸二

（淀川曠平）  

 

「歌って踊る川中島」 

ギャングの熊（花和幸助） 赤猫の八（長谷川稔） 女将おせき（酒井光子） 芸

妓小柳（滝見すが子） 同光奴（曽我廼家鶴蝶） 楽団員村田（小島秀哉） 同

島本（八木五文楽） 同辻川（淀川曠平） 芸妓芳駒（藤枝登喜子） 同光次（石

島康代） 同小春（花村美津子） 同花江（四条栄美） 同年香（大津十詩子） 

同文丸（大路美也子） 同つた江（松上美代子） 同吉次（真野和子） 同富丸

（水谷加代） 同夢丸（御陵多栄子） 同小きん（若間逸子） マネージャー林

（藤山寛美） 楽団員加東（伴心平） 同岸本（松本秀太郎） 同南（喜多康樹） 

同阿部野（守田秀郎） 同河内（中村魁幸） 同石田（尾形桃太郎） 同友山（三

井康弘） 同新井（中川雅夫） 同国木（槇宏樹） 同加村（二階堂博） 同宮村

（村田幸三） 使いの者（金乃成樹） 料理屋主人伊藤（千葉蝶三朗） 巡査和

田（小島慶四郎）  

 

 

夜の部 

「鴨八ネギ次郎」 

ネギ次郎弟子ねぎま（尾形桃太郎） 鴨八の弟子あひる（藤枝登喜子） 花の家

お多福（水谷加代） 同ひょっとこ（井上弘子） 散髪屋の大将西本（松本秀太

郎） ネギ次郎の母お力（花村美津子） 鴨八の父芳兵ヱ（千葉蝶三朗） なべ

の家ネギ次郎（守田秀郎） なべの家鴨八（四条栄美） 青空フウセン（中村魁

幸） 近所の女シズ子（松上美代子） 近所の人（池平勝・脇田高吉・山田光夫・

山城隆幸・奥野広志・宇田京子・藤田里美・寺前美代・井原信子・稲森洋子・熊

取谷幸子）  

 

「坂」 

徳間健吉（小島秀哉） 山番小屋のもと（石河薫） 木樵り大三（尾形桃太郎） 

もとの倅修一（中川雅夫） バス車掌友江（水谷加代） 新婚の夫沢本（淀川曠

平） その新婚の妻ハナ子（御陵多栄子） 商人野村（槇宏樹） 同鈴木（村田

幸三） 会社員殿村（松本秀太郎） その妻たみ子（松上美代子） その娘けい

子（若間逸子） 工員家持（八木五文楽） 金倉（喜多康樹） 事務員よし子（真

野和子） 老婆おあき（花村美津子） ホステスくるみ（大路美也子） 住職広順

（沢田光生） バス運転手木崎（中村魁幸） 駐在所巡査安藤（花和幸助） 警



官岩田（三井康弘） 同岸本（二階堂博） 中杉新二（小島秀哉） 同早苗（大津

十詩子） 警官中山（西村一文） 同国井（脇田高吉） 同田宮（金乃成樹） 警

部補早川（長谷川稔） 警部島田（伴心平） ダンプ運転手町岡（高田亘） 同

助手市木（池平勝） 町岡の女房やす子（白川淳子） 木谷豊（東靖夫） 木谷

の妻咲子（石島康代） 同嫁くに子（四条栄美） 警官岡村（山田光夫） 同園田

（今川正） 同小槇（山城隆幸） 同冬野（奥野広志） 同 A（宗政日出雄） 同

B(言美健市） 同 C(金田稔） その他警官大ぜい 

 

「花ひらくとき」 

労務係木下（守田秀郎） 労務員１（三井康弘） 同２（槇宏樹） 同３（金乃成樹） 

同４（西村一文） 同５（今川正） 同６（二階堂博） 佐吉の娘笑子（曽我廼家鶴

蝶） その夫井島（小島秀哉） 参詣に来た畑中（花和幸助） 茶店主人佐吉

（八木五文楽） 公団職員石原（喜多康樹） 同二宮（長谷川稔） 本田栄太郎

（藤山寛美） 旧友山野（小島慶四郎） 小沢とよ子（酒井光子） ハイキングの

娘 A(藤枝登喜子） 同 B(松上美代子） 同 C(御陵多栄子） 同 D(寺前浅子） 

同 E(井上弘子） 佐吉の妹しげ子（石河薫） 岩本伊三郎（渋谷天外） その娘

八重子（大津十詩子） 自動車で来た男泉（淀川曠平） その友ひさ子（大路美

也子） 土地の老人高木（伴心平） 伊三郎の姪せつ（滝見すが子）  

 

「阿呆の歌声」 

杉本の娘みよ子（酒井光子） 杉本の女房お安（花村美津子） 竹細工商亀井

新太郎（東靖夫） 菓子職人杉本庄作（千葉蝶三朗） その息子新一（藤山寛美） 

菓子職人小沢清一（淀川曠平） みよ子の友人さき子（曽我廼家鶴蝶） 茶店の

娘君子（藤枝登喜子） 写真屋村木（金乃成樹） 青年川上（中川雅夫） 川上

の連れ川口（御陵多栄子） 大原女加代子（白川淳子） 同きく（水谷加代） 川

上の恋人のり子（大路美也子） 団体客（若間逸子・宇田京子・井上弘子・藤田

里美・寺前浅子・杉岡美代・井原信子・稲森洋子・村田幸三・中村魁幸・尾形桃

太郎・沢田光生・槇宏樹・二階堂博・西村一文・池平勝・山城隆幸・脇田高吉・

今川正・山田光夫・奥野広志・宗政日出雄・言美健市・金田稔） 陶器商唐沢敬

助（花和幸助） その妻たけ子（石島康代） その娘よし江（四条栄美） 仲人山

川（小島慶四郎） その妻かつ子（滝見すが子） 茶店主人甚造（高田亘）  


