
昭和 44年 6月 中座 

主な配役 

 

昼の部 

「悪友コンビ」 

通行の女（睦悠希子・加藤晃子） 同男（池平勝・宗政日出雄） バーの客 A(山

田光夫） 同 B(西村一文） 同 C(井原信子） 同 D(小林悠美子） 雪子の叔父

石倉佐助（東光男） バーのマダム蔦子（石島康代） 同バーテン浜本（言美健

市） 同ホステス光江（藤枝美紀子） 同邦子（松上美代子） 同月子（中村千賀

子） バーの客甲田（槇宏樹） 同尾崎（今川正） 流しの男 A(金田稔） 同 B(二

階堂博） 谷本の妻辰子（大路美也子） 海野の妻雪子（曽我廼家鶴蝶） 会社

員海野幸夫（小島慶四郎） 同谷本六太郎（守田秀郎） 同小林三吉（金乃成

樹）  

 

「名代きつねずし」 

客丸山（尾形桃太郎） 同細川（中川雅夫） 細川の妻まり子（大井敬子） きつ

ねずしの娘つね子（四条栄美） 若い者清太郎（小島秀哉） 吉乃ずし主人船

場（喜多康樹） 映画館支配人早川（小島慶四郎） ホルモン亭の女房お才（石

島康代） バタヤの金公（金乃成樹） 同三公（奥野広志） 映画館の案内係い

ね子（寺前浅子） バッカスのマダムお咲（佐久良国子） 銀行員木村（中村魁

幸） きつねずしの主人権三郎（花和幸助） 近所の娘ひろ子（宇田京子） 川

辺すみ（滝見すが子） 画家横浦（八木五文楽） ホルモン亭の力松（伴心平） 

力松の愛人キヨミ（御陵多栄子） 医師小泉（三井康弘） 繁田きよ子（花村美津

子） アパートの男井口（槇宏樹） 同女時子（中山京子） 近所の女お光（松上

美代子） すし職良市（長谷川稔） 

 

「月は西から」 

女染工お米（花村美津子） 木工係岩井（沢田光生） 染工三宅（金乃成樹） 

同二宮（喜多康樹） 同清吉（小島秀哉） 幸二郎の妹年子（大津十詩子） 染

工石田（中川雅夫） 伊藤染職社員大村（花柳武始） 染工三造（小島慶四郎） 

田中幸二郎（藤山寛美） かよ子の姉たけ子（酒井光子） かよ子の父伊三郎

（千葉蝶三朗） 運送屋河本（尾形桃太郎） 染工鈴子（藤枝美紀子） 女事務

員富江（月城小夜子） 隣家の奥さん光江（石河薫） 信用金庫係長吉田（長谷

川稔） 幸二郎の叔父佐々木（花和幸助） その妻常子（滝見すが子） 取引先

木下（守田秀郎） 幸二郎の妻かよ子（曽我廼家鶴蝶）  

 



「村は祭りで大騒ぎ」 

村の青年甲本（尾形桃太郎） 同乙川（中村魁幸） 同丙田（金乃成樹） 同丁

島（中川雅夫） 同戌木（西村一文） 同大西（池平勝） 同田川（金田稔） 同堂

本（宗政日出雄） 同金沢（言美健市） 同政木（二階堂博） 同美川（山田光夫） 

同池田（岬洋二） 同飛田（今川正） 村の娘米子（酒井光子） 同石子（曽我廼

家鶴蝶） 同君子（藤枝美紀子） 同道子（大路美也子） 同高子（佐久良国子） 

同雪子（松上美代子） 同新子（御陵多栄子） 同かよ子（弥生比名子） 同松

子（宇田京子） 同竹子（小林悠美子） 同照子（月城小夜子） 同信子（寺前浅

子） 同秋子（井原信子） 同すみ子（睦悠希子） 同浜子（藤園朱美） 同峰子

（四条栄美） 同春子（大井敬子） 同冬子（中山京子） 同夏子（中村千賀子） 

同弓子（加藤晃子） 祭りの世話役弥兵衛（伴心平） 同源作（八木五文楽） 婦

人会の人川崎（滝見すが子） 西田の娘八重（大津十詩子） 駅員島田（東光男） 

西田の下男平助（藤山寛美） 二又の倅長太郎（喜多康樹） 同女中お政（花

村美津子） 西田吾平（千葉蝶三朗） 安積庄吉（花柳武始） 西田の女中お安

（石島康代） 社務所の人高山（三井康弘） 郵便配達人（奥野広志） 踊りの世

話役江藤（沢田光生） 二又の女主人お元（石河薫） 同下男芳造（槇宏樹）  

 

 

夜の部 

「渦」 

通行の女学生 A(加藤晃子） 同 B(中村千賀子） 出前の女（睦悠希子） 近所

の男（西村一文・池平勝・宗政日出雄） 同女（小林悠美子・弥生比名子・藤園

朱美） 金融業山本幸平（八木五文楽） 会社員芝田（金乃成樹） その友人手

塚（槇宏樹） 客島田（佐久良国子） 丸重の主人西原重吉（小島秀哉） 重吉

の女房すみ子（曽我廼家鶴蝶） 町内の役員佐藤（三井康弘） 同神田（沢田

光生） 重吉の妹近子（大津十詩子） 丸重の店員みつ子（宇田京子） 近所の

女房富子（大井敬子） その子供ふさ子（井原信子） 会社員安田（中川雅夫） 

その妻みき子（御陵多栄子） 長板をかついだ大工森（尾形桃太郎）  

 

「愛の小荷物」 

工員風の男 A(中村魁幸） 同 B(二階堂博） 旅行の夫北野（言美健市） 同妻

藤子（寺前浅子） 乗客（池平勝・金田稔・山田光夫・奥野広志・宗政日出雄・岬

洋二・井原信子・睦悠希子・小林悠美子） 旅行の親娘伴れの母君江（石島康

代） 同姉娘佐智子（大路美也子） 同妹娘鮎子（月城小夜子） 売店のおばさ

んおつね（石河薫） 改札係国本（沢田光生） 弘済会の店員（藤園朱美） 駅

の赤帽木村（花柳武始） 紳士大山（三井康弘） 仲仕重吉（小島慶四郎） 同



熊市（長谷川稔） 重吉の女房お咲（松上美代子） うどん屋の出前持吉子（中

山京子） 田中静子（藤枝美紀子） おつねの息子信吉（小島秀哉） 駅員加藤

（喜多康樹） おすみの叔母とよ子（滝見すが子） 小荷物係石田（今川正） 

 

「男と女ともう一人」 

客北原（沢田光生） 同前田（喜多康樹） 茗香園店員石川（守田秀郎） 茶だ

んご清流亭もと子（石島康代） 茶園の女よし江（大津十詩子） 同妙子（四条栄

美） 同君子（大路美也子） 女中おかつ（曽我廼家鶴蝶） 茶商茗香園女主人

つや（酒井光子） 茗香園店員関口（藤山寛美） 茶道具商小沢（花和幸助） 

小沢の息子良一（中川雅夫） 茶業組合役員森（伴心平） 茶園世話人高木

（長谷川稔） むしろ貸のおばさん（花村美津子） 観光客案内人（佐久良国子） 

観光客（宇田京子・月城小夜子・小林悠美子・睦悠希子・加藤晃子・弥生比名

子・藤園朱美・中村千賀子・井原信子・寺前浅子・尾形桃太郎・西村一文・池平

勝・奥野広志・金田稔・槇宏樹・宗政日出雄・今川正・言美健市・二階堂博・山

田光夫・岬洋二） 茗香園老店員今井（東光男） 土建下請業今井（小島慶四

郎） 日進土地大村（八木五文楽） 同延岡（金乃成樹） つやの義弟悦二郎

（小島秀哉） 青年田村（中村魁幸） 連れの女園江（大井敬子）  

 

「寿々吉七変化」 

茶店の娘おしか（藤枝美紀子） 旅の若い良人（中川雅夫） 同女房（御陵多栄

子） 旅の娘（睦悠希子・井原信子・寺前浅子） 旅の者（金田稔・宗政日出雄） 

巡礼（加藤晃子・中村千賀子） 中村粂之丞（石河薫） 女弟子小粂（月城小夜

子） 同粂々（宇田京子） 頭取八吉（守田秀郎） 浪花屋惣兵衛（千葉蝶三朗） 

芸者寿々吉（酒井光子） 丁稚長松（藤山寛美） 馬丁馬五郎（八木五文楽） 

惣兵衛の妻おしか（花村美津子） 浪花屋の女中おくら（中山京子） 番頭重助

（東光男） 村の者徳三（槇宏樹） 宿の女中おはる（松上美代子） 同おあき

（佐久良国子） 芝居の男衆甲（池平勝） 同乙（山田光夫） 同丙（奥野広志） 

娘お千代（四条栄美） 手代清七（花柳武始） 飛脚（二階堂博） 親分合点斗

六（伴心平） 同妾お才（大井敬子） 同子分平吉（尾形桃太郎） 同豆造（中村

魁幸） 同三太（西村一文） 同市助（言美健市） 同棒助（今川正） 浪人坂巻

権十郎（三井康弘） 同鳥井赤右衛門（金乃成樹） 叔父仙兵衛（花和幸助） 

合点斗六の女房お久（滝見すが子）  


