昭和 44 年 11 月 南座
主な配役
「リンゴとバナナ」
店員矢田（喜多康樹） 同吉川（槇宏樹） 同佐藤（金乃成樹） 同田中（中川雅
夫） 同山西（山田光夫） 仲仕伊川（沢田光生） 主人徳平（東光男） 息子徳
男（中村魁幸） ホステス正美（松上美代子） 母親お石（石島康代） 店員友吉
（小島慶四郎） 同清吉（守田秀郎） 女中おとく（大路美也子） 親類吉田（花
村美津子） 吉田の娘千代子（御陵多栄子） 僧寛水（三井康弘） 買物の娘光
子（睦悠希子） 虚無僧（金田稔） 通行の人（二階堂博・小林悠美子・井原信
子）
「愚兄愚弟」
若い者清吉（金乃成樹） 注文に来る女お民（藤枝美紀子） 八百屋松井（尾形
桃太郎） 惣二郎の妻やす子（曽我廼家鶴蝶） 惣二郎の妹よし子（四条栄美）
魚商佐々木惣二郎（小島秀哉） 寺田の倅常夫（中川雅夫） 園芸商高橋（千
葉蝶三朗） 若い者良太（長谷川稔） 魚商佐々木惣太郎（藤山寛美） おしの
の妹すず子（大津十詩子） 薬局木下（喜多康樹） 注文に来る市田（槇宏樹）
医師大河内（小島慶四郎） 大河内の妻時枝（佐久良国子） 寺田やす子（石
河薫） 寺田の使用人幸子（大井敬子） 惣太郎の後妻おしの（酒井光子） お
しのの弟金作（中村魁幸） 金魚釣りの娘１（宇田京子） 同２（月城小夜子） 同
３（睦悠希子） 同４（中村千賀子） 近所の人政子（御陵多栄子） 近所の人（小
林悠美子・藤園朱美・弥生比名子・井原信子・中山京子・山田光夫・言美健市・
金田稔） 通行の人（二階堂博・池平勝・奥野広志・岬洋二）
「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（八木五文楽） 本家の奥様国枝
（石河薫） 同支配人河野（守田秀郎） 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）
「竹取物語 かぐや姫」
村の童ゆう（宇田京子） 同つう（井原信子） 同あさ（弥生比名子） 同たえ（中

村千賀子） 同むつ（睦悠希子） 同みめ（藤園朱美） 村人太良（八木五文楽）
同とん爺（長谷川稔） 同佐こう（沢田光生） 同与兵（三井康弘） 与兵の女房
かや（石島康代） 桃色式部（藤枝美紀子） 桐の小侍従（大井敬子） 下僕草
丸・一条院高野の大国（藤山寛美） 石作りの皇子（小島秀哉） 近衛の大将
（小島慶四郎） 車持ちの大納言（花柳武始） 石ノ上の中納言（中村魁幸） 阿
倍の左大臣（守田秀郎） かぐや姫（月城小夜子） 侍女夕月（大津十詩子） 同
天ノ川（四条栄美） 桜の精の公達（大路美也子・佐久良国子） 桜の精の姫
（松上美代子・寺前浅子） かごやの娘ひえ（曽我廼家鶴蝶） ひえの母さえ（滝
見すが子） 供人乙（岬洋二） 供人の女甲（中山京子） 同乙（小林悠美子）
舎人舎人春王丸（西村一文） 同秋王丸（池平勝） 桜の精の公達（大路美也
子・佐久良国子） 桜の精の姫（松上美代子・寺前浅子） かごやの娘ひえ（曽
我廼家鶴蝶） その母さえ（滝見すが子） 付人の女甲（中山京子） 同乙（小林
悠美子） 舎人左金太（金乃成樹） 右金太（槇宏樹） 同春王丸（金田稔） 同
夏王丸（山田光夫） 同秋王丸（池平勝） 同冬王丸（言美健市） 同甲丸（二階
堂博） 同乙丸（奥野広志） 同太郎次（中川雅夫） 同次郎次（尾形桃太郎）
下僕平丸（喜多康樹） 侍女鈴虫（御陵多栄子） 中将馬の頭（伴心平） その
他侍女・供人・将兵・職人達多ぜい

夜の部
「先づ健康」
釜湯の栄吉（喜多康樹） 女中お谷（小林悠美子） 客甲田（山田光夫） 同乙
川（金田稔） 近所の娘サヨ子（藤園朱美） 万蔵の娘光子（月城小夜子） 同清
子（中村千賀子） 万蔵の妻繁子（曽我廼家鶴蝶） 川魚屋の辰三（中川雅夫）
桜井万蔵（守田秀郎） その父松太郎（千葉蝶三朗） 金融業星田（東光男）
万蔵の弟仙之助（金乃成樹） 店員為吉（沢田光生） 屑商お光（佐久良国子）
同勘造（八木五文楽） 仙之助の妻梅子（酒井光子） その子春夫（高寺正）
近所の女おとし（藤枝美紀子） 襖屋の店員吉田（中村魁幸） 屑屋甲（二階堂
博） 同乙（言美健市）
「名代きつねずし」
客丸山（尾形桃太郎） 同細川（中村魁幸） 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（長谷川稔） 映画館支配人早川（喜多康樹） ホルモン亭の女房お才（石島
康代） バタヤの金公（槇宏樹） 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（石河薫） 銀行員木村（守田秀郎） 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） 女医小泉（大津十詩子） 繁田きよ子（大路美也子） ア
パートの男井口（中村魁幸） 同女時子（中山京子） 近所の女お光（松上美代
子） すし職良市（藤山寛美）
「大阪の鷗」
造船所々員（槇宏樹） 同村川（尾形桃太郎） 江島の娘すが子（曽我廼家鶴
蝶） 令嬢晴江（御陵多栄子） 晴江の友人良子（寺前浅子） 鰯売りのおたき
（花村美津子） すが子の夫幸三郎（藤山寛美） 事務員丸山（小島慶四郎）
釣りの老人畑中（三井康弘） その連れ山崎（沢田光生） 釣り船屋江島（渋谷
天外） 近所の女よね（佐久良国子） 青年三島（花柳武始） 三島の恋人つや
子（四条栄美） 船員徳田（山田光夫） 近所の男山本（池平勝） つや子の父
滝野清太郎（東光男） 三島の兄関口礼造（伴心平） その妻まり子（石島康代）
大島美代子（酒井光子） 野球姿の工員（言美健市・金田稔・奥野広志・岬洋二）
応援団の人（宇田京子・月城小夜子・睦悠希子・井原信子） 通行の人（藤園朱
美・弥生比名子・小林悠美子）
「お笑い街道 渋茶好駕屋達引」
旅の夫佐吉（中川雅夫） 同妻お里（御陵多栄子） 茶店の娘お光（大津十詩
子） 丁稚長松（藤山寛美） 茶店の親爺久助（千葉蝶三朗） 医者赤川竹斉
（三井康弘） 弟子小竹（池平勝） 商人佐野屋（沢田光生） 芸者〆香（藤枝美
紀子） 同亀吉（大路美也子） 同染奴（寺前浅子） 幇間三八（尾形桃太郎）
仲居お吉（佐久良国子） 乞食泉州（金乃成樹） 駕屋千鳥足の直作（小島秀
哉） 同後ろ向きの弥太（小島慶四郎） 町飛脚（奥野広志） 紀州屋御寮さん
お才（石河薫） 女中おしの（松上美代子） 番頭喜助（守田秀郎） 旅侍熊田
（中村魁幸） 旅山川（東光男） 武家女房琴路（大井敬子） 仲間又平（山田光
夫） 穴沢主水（花柳武始） その姉静代（滝見すが子） 町の後家おきん（花村
美津子） 乞食紀州（長谷川稔） 同駿川（喜多康樹） 乞食の親方小車長兵衛
（花和幸助） 乞食備中（槇宏樹） 乞食（言美健市・金田稔・二階堂博） 女乞
食（中村千賀子・小林悠美子） 料亭の女中おたき（中山京子） 旅の商人（岬
洋二） 巡礼娘（井原信子） 旅の娘（藤園朱美・弥生比名子・宇田京子） 武家
娘鶴代（月城小夜子） 娘商人（睦悠希子） その他僧侶・馬方・旅の人達多ぜ
い

