
昭和 42年 11月 南座 

主な配役 

 

昼の部 

「トップ・チョージョ」 

お手伝いハナ（若間逸子） 同アキ（松上美代子） 植辰（千葉蝶三朗） 奥さんお妙（花村美

津子） 次女の恋人立木（喜多康樹）） 三女の恋人増川（西村一文） 次女次子（藤枝登喜子） 

三女光子（真野和子） 長女和子（四条栄美） 植辰の息子新一（淀川曠平） 石塚源造（東靖

夫） 画家結城（守田秀郎） フランス女性ブリジスト（大路美也子） 

 

「桃色の風船玉」 

幸子の祖母おせん（石島康代） 金融業足田剛造（花和幸助） おせんの孫幸子（酒井靖乃） 

紹介所主人定吉（長谷川稔） 幸子の母房子（大津十詩子） 近所の子供修（西山真） 同花

子（平井一子） 同富子（多田乃武子） 通行の人戸倉（西村一文） その恋人美代子（御陵多

栄子） 会社員小谷義三（小島秀哉） 小谷の友人黒川（淀川曠平） その妻吉子（藤枝登喜

子） 料亭の主人関口（千葉蝶三朗） その妻勝子（花村美津子） 定吉の妻君子（滝見すが

子） 求職の職人石田（中村魁幸） 同田中（金乃成樹） 近所の板前鶴吉（松本秀太郎） 通

行の出前持（山城隆幸） 通行の人（井上弘子・池平勝・脇田高吉・山田光夫・宇佐美千絵・春

増優子・垂水登志子・川崎由紀子・宮島邦子） 

 

「朝霧の港」 

客市田（守田秀郎） 客仁川（高田亘） 仲居千代（石島康代） 料理人新吉（尾形桃太郎） 

材木商海野（東靖夫） おかみてる（酒井光子） 取引先の楠（松本秀太郎） 運送業竹崎（花

和幸助） 新山の妹まり子（四条栄美） 角新主人新山（伴心平） 丸ヤ山下幸太郎（藤山寛美） 

店員遠藤（小島秀哉） 女中さく（白川淳子） 店員江口（小島慶四郎） その女房みつ（曽我

廼家鶴蝶） 老仲仕平吉（渋谷天外） 事務員島田（長谷川稔） 仲仕甲（金乃成樹） 新山の

妻春子（石河薫） 店の者坂本（三井康弘） 同本川（喜多康樹） 平吉の友安三（八木五文楽） 

仲仕乙（沢田光生） 同丙（槇宏樹）   

 

「駕や捕物帳」 

旅芸人の姉おつう（石島康代） 同妹おくみ（水谷加代） 飴屋佐助（西村一文） 旅役者沢村

時雨（滝見すが子） 同花紅（四条栄美） 同都（大路美也子） 同夕花（真野和子） 同立花

（若間逸子） 同粂次（春増優子） 頭取太吉（喜多康樹） 旅芝居の男衆（山城隆幸） 江戸の

職人長五郎（淀川曠平） 同清七（沢田光生） 旅の母親（宮島邦子） 同娘一（井上弘子） 同

娘二（井上弘子） お囃子藤平（村田幸三） 同女房おつね（白川淳子） 茶店の後家おくに

（石河薫） 茶店の女中おはな（藤枝登喜子） 仲間又助（金乃成樹） 中﨟岩花（花村美津子） 



奥方妙乃（酒井光子） 腰元浪路（大津十詩子） 同初音（松上美代子） 同早苗（御陵多栄子） 

同甲（宇佐美千絵） 同乙（垂水登志子） 御典医藪井竹玄（高田亘） 仲間甲（脇田高吉） 

同乙（今川正） 同丙（神長昭之） 同丁（日吹現） 駕屋千鳥足の直作（花和幸助） 同うしろ

向きの弥太（小島慶四郎） 領主前田能登守（赤鞘主水）（小島秀哉） 家臣早瀬源吾（守田秀

郎） 同赤沼主税（三井康弘） 目明し仙吉（伴心平） 同藤七（尾形桃太郎） 金貸し惣兵衛

（八木五文楽） 同心進藤（中村魁幸） 捕手１（槇宏樹） 同２（池平勝） 同３（山田光夫） 同

４（二階堂博） 同５（中村明豊） 同６（無月伸） その他捕手大ぜい 

 

 

夜の部 

「新喜劇おみやげ玉手箱」 

一景 京都駅 

挨拶（酒井光子） 

二景 浅草仲見世 

易者（花和幸助） ガマの油売り（長谷川稔） ウチワ売り（尾形桃太郎） 飴屋（村田幸三） コ

マ売り（金乃成樹） シャボン売り（沢田光生） 通行の町娘（御陵多栄子・真野和子・春増優

子・垂水登志子） お内儀（松上美代子・宮島邦子） 同下女（井上弘子） 同女の子（若間逸

子・川崎由紀子） 同丁稚（山城隆幸） 同男（西村一文・池平勝・脇田高吉・山田光夫・今川

正・二階堂博・槇宏樹）  

三景 三社祭り 

若旦那（中村魁幸） 町娘（水谷加代・藤枝登喜子） 

四畦掘赤坂 

ナイトクラブボーイ（喜多康樹） 同男客（日吹現） 同女客（宇佐美千絵） 同歌手（大津十詩

子） 踊り子A(大路美也子） 同B(四条栄美） 

五景 春駒 

踊りの娘（真野和子・松上美代子・御陵多栄子・若間逸子・井上弘子・川崎由紀子・春増優子・

垂水登志子・宮島邦子） 踊りの男（槇宏樹・西村一文・二階堂博・脇田高吉・山城隆幸・池平

勝・山田光夫・今川正） 

六景 天竜 

股旅新三（酒井光子） お紋（滝見すが子） やくざ一（槇宏樹） 同二（脇田高吉） 同三（今川

正）  

七景 丸山 

若衆（大路美也子） 遊女（曽我廼家鶴蝶・藤枝登喜子） 

八景 まつり 

祭りの人（長谷川稔・喜多康樹・中村魁幸・金乃成樹・村田幸三・尾形桃太郎・沢田光生・槇宏

樹・二階堂博・西村一文・山城隆幸・神長昭之・中村明豊・日吹現・無月伸・真野和子・水谷加



代・若間逸子・川崎由紀子・春増優子・宇佐美千絵・垂水登志子・宮島邦子） 

 

「名代もみじ焼」 

子供良夫（井出博） 同きみ子（田中理英子） 同くに子（多田乃武子） 同とみ子（若間逸子） 

同みつ子（水谷加代） 掃除夫音松（千葉蝶三朗） 宮詣りの人とし子（藤枝登喜子） その付

人（井上弘子） 社務員森山（高田亘） 釣る男山田（沢田光生） 同川田（尾形桃太郎） 飲み

屋の男友田（喜多康樹） 母親おぎん（石河薫） 社司大川（東靖夫） 庄吉の友志賀（淀川曠

平） 同段原（金乃成樹） 野村庄吉（小島秀哉） 姉稲子（滝見すが子） 消防署員木村（守田

秀郎） その妻お石（白川淳子） 粉屋店員松井（西村一文） 客みよ子（大路美也子） 同咲

子（松上美代子） 同栄子（真野和子） 同元井（今川正） 同後藤（山城隆幸） 参詣の人（池

平勝・脇田高吉・二階堂博・神長昭之・日吹現・中村明豊・無月伸・宇佐美千絵・春増優子・垂

水登志子・川崎由紀子・宮島邦子） 社務員辻中（山田光夫） 知人塚本（花和幸助） その妹

八重子（御陵多栄子） 近所の人友子（四條栄美）  

 

「善人は生きている」 

家政婦矢沢（石島康代） 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） 妹弥生（大津十詩子） 姉久子（酒井光子） 父石井久吉（渋谷天外） 通行の人

A(西村一文） 同 B(二階堂博） 同 C(池平勝） 中華そば屋光来軒（小島慶四郎） そば食う

人（三井康弘） 注文した娘（水谷加代） 兄石井久一（藤山寛美） 子を抱いた女よね（曽我

廼家鶴蝶） 出入の植為（伴心平） 田村の友江川（高田亘） 知人伊藤（東靖夫） 田村の娘

初子（真野和子） その夫井上（槇宏樹） 叔母静江（石河薫） 静江の息子幸二（淀川曠平）  

 

「角笛」 

ミルクホールの藤吉（中村魁幸） 事務員加藤（金乃成樹） 搾乳夫万造（小島慶四郎） 同耕

作（沢田光生） 同勝三（槇宏樹） 搾乳婦おかめ（石島康代） 同おすえ（若間逸子） 同おと

よ（藤枝登喜子） 同おさき（松上美代子） 飯田仙之助（小島秀哉） 獣医松本（守田秀郎） 

搾乳夫弥吉（八木五文楽） 下女おはつ（白川淳子） 仙之助の子供太郎（松内紀夫） 同妻

お絹（四条栄美） 万造の女房お米（大津十詩子） その娘お君（飯塚明美） 親類松波（花村

美津子） お絹の兄下村文七（藤山寛美） 親類の人村上（伴心平） 同矢場（松本秀太郎） 

同吉田（村田幸三） 同塚田（三井康弘） 搾乳夫 A(池平勝） 同 B(山田光夫） 同 C(山城隆

幸）  

 


