
昭和 44年 7月・8月 新橋演舞場 

 

昼の部 

一、 失恋の女神 

参詣の男（言美健市） 同女 A(小林悠美子） 同女 B(井原信子） 町の隠居山

下（三井康弘） うなぎ屋女房お咲（曽我廼家鶴蝶） 同店員定やん（喜多康樹） 

雇婆さんおたか（花村美津子） 神主磯貝権六（伴心平） 宮詣りの母（石島康

代） 同付添いの女（中山京子） うなぎ屋女中お雪（藤枝美紀子） 磯貝の息

子鶴助（中川雅夫） 同二女静子（宇田京子） 権六の弟荘助（花和幸助） 助

役木下（長谷川稔） 磯貝の長女啓子（大津十詩子） 町の青年吉井（金乃成

樹） 同国井（槇宏樹） 同大久保（二階堂博） 同小村（中村魁幸） 町の娘秋

子（御陵多栄子） 同露子（大路美也子） 同秀子（佐久良国子） 町役場の人

鴨下（八木五文楽） 荘助の助手田中（今川正）  

 

二、 船場の子守唄 

同業者村上（千葉蝶三朗） 女中まさ（松上美代子） 支配人小沢（小島秀哉） 

主人平太郎（花和幸助） 平太郎の妻佐代子（滝見すが子） 店員佐藤（沢田

光生） 老店員高原（東光男） 店員三村（尾形桃太郎） 老主岩井長平（渋谷

天外） 次女千代子（寺前浅子） 知人遠藤（守田秀郎） 本家の奥様国枝（石

河薫） 同支配人河野（小島慶四郎） 長女喜代子（四条栄美） 喜代子の夫吉

田良吉（花柳武始） 階下の人川村（藤山寛美） 川村の女房おはつ（酒井光子） 

同妹お花（月城小夜子）  

 

三、 紺屋と高尾 

田舎武士花垣六右衛門（三井康弘） 紺屋職人政吉（小島秀哉） 同新助（小

島慶四郎） 同久造（藤山寛美） 揚屋の人三右衛門（中村魁幸） 金棒引き金

太（金乃成樹） 同弥助（尾形桃太郎） 提灯持ち（宗政日出雄） 花魁九重太

夫（藤枝美紀子） 郭の若い衆（槇宏樹） 傘持ち（岬洋二） 禿鈴風（宇田京子） 

同松風（川戸勝利） 新造おたき（松上美代子） 同おたえ（佐久良国子） 同お

ちか（睦悠希子） 同おさが（加藤晃子） 金棒引き長助（奥野広志） 同権太

（金田稔） 揚屋の人平兵衛（吉備野団吾） 提灯持ち（二階堂博） 花魁小紫

大夫（大津十詩子） 郭の若い衆（山田光夫） 傘持ち（今川正） 禿磯野（月城

小夜子） 同千鳥（竹内美枝子） 新造おみね（小林悠美子） 同くれない（中山

京子） 同おこん（弥生比名子） 同おそで（中村千賀子） 揚屋の人太兵衛（長

谷川稔） 金棒引き平太（沢田光生） 同半助（中川雅夫） 提灯持ち（池平勝） 



花魁高尾大夫（酒井光子） 郭の若い衆（西村一文） 傘持ち（言美健市） 禿

夕風（井原信子） 同朝風（唐沢志保子） 同玉虫（川戸正巳） 同松虫（関川早

苗） 新造みゆき（大井敬子） 同おみや（大路美也子） 同おその（寺前浅子） 

同おゆら（御陵多栄子） 医師山之内玄庵（花和幸助） 薬持ち藤助（奥野広志） 

山崎屋清兵衛（喜多康樹） その女房おしん（滝見すが子） 紺屋職人留松（中

川雅夫） 同松吉（槇宏樹） 同三太（今川正） 呉服屋番頭喜助（守田秀郎） 

紺屋の下女おしず（月城小夜子） 吉兵衛女房おかつ（曽我廼家鶴蝶） 久造

の母おいち（石河薫） 同妹おとき（四条栄美） 紺屋吉兵衛（東光男） 木場大

尽加賀屋（伴心平） たいこもち桜川善六（八木五文楽） 仲居おくら（花村美津

子） 仲居頭おもん（石島康代） 男衆清次（西村一文） 近所の娘お光（大路美

也子） 駕籠かき（池平勝・言美健市・山田光夫・西村一文） その他、町娘、お

内儀、近所の人、多ぜい 

 

 

夜の部 

一、 宗右衛門町ブルース 

田舎武士花垣六右衛門（三井康弘） 紺屋職人政吉（小島秀哉） 同新助（小

島慶四郎） 同久造（藤山寛美） 揚屋の人三右衛門（中村魁幸） 金棒引き金

太（金乃成樹） 同弥助（尾形桃太郎） 提灯持ち（宗政日出雄） 花魁九重太

夫（藤枝美紀子） 郭の若い衆（槇宏樹） 傘持ち（岬洋二） 禿鈴風（宇田京子） 

同松風（川戸勝利） 新造おたき（松上美代子） 同おたえ（佐久良国子） 同お

ちか（睦悠希子） 同おさが（加藤晃子） 金棒引き長助（奥野広志） 同権太

（金田稔） 揚屋の人平兵衛（吉備野団吾） 提灯持ち（二階堂博） 花魁小紫

大夫（大津十詩子） 郭の若い衆（山田光夫） 傘持ち（今川正） 禿磯野（月城

小夜子） 同千鳥（竹内美枝子） 新造おみね（小林悠美子） 同くれない（中山

京子） 同おこん（弥生比名子） 同おそで（中村千賀子） 揚屋の人太兵衛（長

谷川稔） 金棒引き平太（沢田光生） 同半助（中川雅夫） 提灯持ち（池平勝） 

花魁高尾大夫（酒井光子） 郭の若い衆（西村一文） 傘持ち（言美健市） 禿

夕風（井原信子） 同朝風（唐沢志保子） 同玉虫（川戸正巳） 同松虫（関川早

苗） 新造みゆき（大井敬子） 同おみや（大路美也子） 同おその（寺前浅子） 

同おゆら（御陵多栄子） 医師山之内玄庵（花和幸助） 薬持ち藤助（奥野広志） 

山崎屋清兵衛（喜多康樹） その女房おしん（滝見すが子） 紺屋職人留松（中

川雅夫） 同松吉（槇宏樹） 同三太（今川正） 呉服屋番頭喜助（守田秀郎） 

紺屋の下女おしず（月城小夜子） 吉兵衛女房おかつ（曽我廼家鶴蝶） 久造

の母おいち（石河薫） 同妹おとき（四条栄美） 紺屋吉兵衛（東光男） 木場大

尽加賀屋（伴心平） たいこもち桜川善六（八木五文楽） 仲居おくら（花村美津



子） 仲居頭おもん（石島康代） 男衆清次（西村一文） 近所の娘お光（大路美

也子） 駕籠かき（池平勝・言美健市・山田光夫・西村一文） その他、町娘、お

内儀、近所の人、多ぜい 

 

二、 夜明けのスモッグ 

雑貨屋田島（三井康弘） 八百屋八百留（沢田光生） 買物の主婦光子（御陵

多栄子） 同民江（佐久良国子） 同敏子（小林悠美子） 同娘夏子（宇田京子） 

同吉子（月城小夜子） めし屋の女房お久（花村美津子） 労務者栗田（西村一

文） 同谷川（尾形桃太郎） 通行の労務者（池平勝・奥野広志・岬洋二・金田

稔・宗政日出雄・二階堂博・山田光夫・今川正） 通行の女（睦悠希子・加藤晃

子・弥生比名子・井原信子・藤園朱美） 手配師町田（槇宏樹） 二見米子（藤

枝美紀子） めし屋女店員節子（中山京子） 労務者仙吉（金乃成樹） 同（長

谷川稔） 夜明けのスモッグ（藤山寛美） 広島健二（花柳武始） 巡査山本（守

田秀郎） 福田健作（渋谷天外） 支配人林（花和幸助） 運転手岩本（中川雅

夫） 洋服屋出口（東光男） 女中仲子（曽我廼家鶴蝶） 同絹子（石島康代） 

電気工事人飯田（中村魁幸） 同助手佐藤（言美健市）  

 

三、   裏町の友情 

通行の女学生 A(睦悠希子） 同 B(加藤晃子） 同 C(寺前浅子） 通行の人（奥

野広志・言美健市） 近所の煙草屋の林（喜多康樹） 倉橋の店員佐田（小島慶

四郎） お手伝いすみ（宇田京子） その兄黒田（金乃成樹） 倉橋貞一の妻由

子（大津十詩子） 倉橋の店員木村（八木五文楽） 同松井（尾形桃太郎） 吾

平の女房お冬（酒井光子） 倉橋の弟新二（小島秀哉） 看護婦初枝（松上美

代子） 同とし子（中村千賀子） 町内の役員石井（長谷川稔） 同婦人会の人

元子（滝見すが子） クリーニング店主倉橋貞一（藤山寛美） その母お雪（石河

薫） 炭屋主人宇部吾平（千葉蝶三朗） 仲人松本（花和幸助） 金融業大沢

（伴心平） 吾平の娘妙子（四条栄美） アパートの人三田（大井敬子） 管理人

白井（花村美津子） 通行の男 A(金田稔） 同 B(宗政日出雄） アパートの女春

子（大路美也子） 同光子（中山京子） 同時子（月城小夜子）  


