
昭和 55年 5月 中座 

主な配役 

 

昼の部 

「親不知子不知」 

理髪店店員梅本（曽我廼家五九郎） 近所の男砂川（藤田幸次郎） 同宮岡

（千葉蝶志朗） 清太郎の妻勝子（岸本康子） 近所の主婦雅子（佐久良国子） 

その妹登美子（御園恵美子） 近所の主人柏木（白羽大介） その娘安子（青葉

寿々代） 理髪店店員上村（渋谷天笑） 近所のお手伝い竹子（秋葉陽子） 理

髪店主人西田清太郎（藤山寛美） 清太郎の妹豊子（御陵多栄子） 豊子の良

人河原（曽我廼家文童） 老父仙造（八木五文楽） 河原の母親お里（酒井光

子） 通行の人（山崎怪童・名古屋五十三・筑紫信幸・金山万美子・鈴知音・太

景井淑衣） 同女学生（井上恵美子・若葉美保子）  

 

「花ざくろ」 

植木の運搬人 A(藤咲賛多郎） 同 B(藤川八十吉） 同 C(羽根田竜美） 同

D(里見たかし） お手伝いはる（林千恵） トラック運転手美里（岩田正） 客康子

（佐久良国子） その良人駒井（喜多康樹） 使用人平川（小島慶四郎） 知人

岸田（守田秀郎） PR ガーデン小泉（服部哲治） 禄樹園園主高橋（伴心平） 

加代子の叔母よし子（双葉弘子） 同イトコ要介（中川雅夫） 高橋の妻ふみ子

（勝浦千浪） 知人元山（長谷川稔） 叔母塚本らく（滝見すが子） 植木職人垣

山三次郎（藤山寛美） 高橋の娘園江（滝由女路） その良人日野（渋谷天笑） 

三次郎の妻加代子（大津十詩子） 近所の奥様光枝（岸本康子） 同お手伝い

とき子（田代博子） 三次郎の友人安井（金乃成樹） 同山本（沢田光生） 加代

子の友人珠江（四条栄美） 

 

「笑説 吉野狐」 

沢村牡丹（忠信）（勝浦千浪） 沢村紅葉（静御前）（御園恵美子） 沢村雪舛

（早見藤太）（曽我廼家文童） うどん屋島三郎（藤山寛美） 狂言作者新八（伊

吹聡吾朗） 道具方甲（千葉蝶志朗） 同乙（藤川八十吉） 同丙（羽根田竜美） 

同丁（名古屋五十三） 同戌（筑紫信幸） 頭取半七（曽我廼家五九郎） 女役

者甲（金山万美子） 同乙（鈴知音） 同丙（若葉美保子） 表方藤造（岩田正） 

お茶子お政（田代博子） 亀甲屋の娘おせん（滝由女路） 同番頭喜六（八木

五文楽） 同乳母おもと（佐久良国子） うどん屋安平（長谷川稔） 座主勘兵衛

（金乃成樹） 太鼓持九里助（白羽大介） 三蝶の仲居おみの（双葉弘子） 仕

出し屋小女おさよ（秋葉陽子） 隣りの若後家おその（御陵多栄子） 安平の女



房おまき（滝見すが子） 家主源助（東光男） 遊女吉野（四条栄美） よしのの

雇人留造（沢田光生） 大工太吉（喜多康樹） その連れお染（青葉寿々代） よ

しのの雇人三吉（藤田幸次郎） 同仁助（藤咲賛多郎） 同市造（羽根田竜美） 

同一（山崎怪童） 同二（林千恵） 同三（井上恵美子） 同四（里見たかし） 同

五（藤川八十吉） 亀甲屋手代清七（中川雅夫） 同御寮さんおよし（酒井光子） 

巴屋若旦那友之助（小島慶四郎） 遊女三笠（大津十詩子） 男衆寅吉（服部

哲治） その他、道具方・女役者・客多ぜい 

 

 

夜の部 

「志賀廼家淡海」 

語り手（藤山寛美） 二階屋店の者音松（藤川八十吉） 同幸吉（里見たかし） 

村の若い女（青葉寿々代） 田辺重太郎（長谷川稔） 重太郎の姉せつ（酒井光

子） 重太郎の女房クニ（滝見すが子） 巡査結城丈介（伴心平） 刑事甲田（伊

吹聡吾朗） 巡査甲（千葉蝶志朗） 同乙（羽根田竜美） 船頭力蔵（筑紫信幸） 

親類松田（岩田正） 同お辰（佐久良国子） 同及川（服部哲治） 同お秀（林千

恵） 村の青年甲（藤田幸次郎） 同乙（山崎怪童） 同丙（藤咲賛多郎） 親類

の娘美佐（四条栄美） 盆踊りの男一（沢田光生） 同女二（田代博子） 同三

（金山万美子） 同男四（名古屋五十三） 同女五（太景井淑衣） 女義太夫の

弟子一（秋葉陽子） 同二（井上恵美子） 同三（鈴知音） 文芸部の男（服部哲

治） 女義太夫豊竹若松（岸本康子） 弟子小女丸（後に落雁）（喜多康樹） 同

芳丸（後に弁慶）（白羽大介） 同団丸（後に唐橋）（曽我廼家文童） 平和座座

主大西（八木五文楽） 弟子千丸（後に秋月）（中川雅夫） 音頭国丸（後に志

賀廼家淡海）（藤山寛美） 興行師竹内寅松（金乃成樹） 女興行師山崎ぎん

（勝浦千浪） 山崎の番頭石田（曽我廼家五九郎） 網干の人友造（岩田正） 

同市太（藤田幸次郎） 同仁助（山崎怪童） 漁師の娘甲（田代博子） 同乙（若

葉美保子） あら家の娘久美（大津十詩子） 漁師甲（千葉蝶志朗） 同乙（沢田

光生） 同丙（羽根田竜美） その他盆踊りの人・漁師・村の人多ぜい 

 

「ご存知淡海節」 

女興行師山崎ぎん（勝浦千浪） 山崎の番頭石田（曽我廼家五九郎） 竜宮新

地芸者いろは（岸本康子） 同市奴（滝由女路） 同菊次（金山万美子） あら家

の仲居お安（田代博子） 志賀廼家淡海（藤山寛美） 志賀廼家弁慶（白羽大

介） あら家の娘久美（大津十詩子） あら家の主人荒井清造（東光男） その妻

高栄（双葉弘子） 出前持伊助（沢田光生） お茶子お花（御園恵美子） 志賀

廼家秋月（中川雅夫） 女形役者落雁（喜多康樹） 同笹波（里見たかし） 同か



もめ（羽根田竜美） 同千鳥（名古屋五十三） 渋谷一雄（渋谷天笑） 通行の人

（藤咲賛多郎・山崎怪童） 志賀廼家唐橋（曽我廼家文童） お花の姉お冬（御

陵多栄子） かき船の仲居お幸（佐久良国子） 同お仙（秋葉陽子） 乗船客一

（鈴知音） 同二（若葉美保子） 同三（筑紫信幸） 太湖汽船船員立野（鶴見寛

太郎） 親類の娘美佐（四条栄美） 二階屋の女中お民（青葉寿々代） 降船客

一（千葉蝶志朗） 同二（藤川八十吉） 同三（林千恵） 同四（秋葉陽子） 同五

（井上恵美子） 巡査楠（藤田幸次郎） 百姓丈介（伴心平） 警察署長大石（岩

田正） 村会議員磯野（守田秀郎） 助役富山（服部哲治） 板場松次郎（小島

慶四郎） その他通行の人多ぜい 

 

「紺屋と高尾」 

田舎武士花垣六右ヱ門（伊吹聡吾朗） 紺屋職人政吉（白羽大介） 同新吉

（中川雅夫） 同久造（藤山寛美） 金棒引き金太（金乃成樹） 同弥助（服部哲

治） 揚屋の人太兵衛（東光男） 提灯持ち（千葉蝶志朗） 肩持ち（山崎怪童） 

花魁小紫太夫（御園恵美子） 傘持ち（藤川八十吉） 金棒引き清太（渋谷天笑） 

同半太（鶴見寛太郎） 揚屋の人八兵衛（岩田正） 提灯持ち（里見たかし） 肩

持ち（阪東豊） 花魁九重太夫（青葉寿々代） 傘持ち（名古屋五十三） 金棒

引き平太（藤田幸次郎） 同太助（羽根田竜美） 揚屋の人金右ヱ門（守田秀郎） 

提灯持ち（筑紫信幸） 肩持ち（沢田光生） 花魁高尾太夫（滝由女路） 傘持ち

（藤咲賛多郎） 禿夕月（鈴知音） 同朝風（井上恵美子） 同春日（鈴知音） 同

千鳥（若葉美保子） 新造おきく（岸本康子） 同おたき（佐久良国子） 同おゆ

ら（御陵多栄子） 同おこん（林千恵） 同おその（田代博子） 医師山ノ内玄庵

（八木五文楽） 薬持ち藤助（藤川八十吉） 山崎屋平兵衛（喜多康樹） 呉服

屋番頭嘉助（曽我廼家五九郎） 紺屋の職人留松（渋谷天笑） 同松吉（沢田

光生） 同三太（藤咲賛多郎） 下女おしげ（秋葉陽子） 吉兵衛女房おかつ（双

葉弘子） 久造の母おいち（滝見すが子） 同妹おとき（若葉美保子） 紺屋吉

兵衛（長谷川稔） 木場大尽加賀屋清兵衛（小島慶四郎） 太鼓持桜川善六

（曽我廼家文童） 仲居おくら（岸本康子） 新造浮花（四条栄美） 男衆清次

（里見たかし） 三浦屋女将お紋（酒井光子） 近所の娘お光（御園恵美子） 町

の人（太景井淑衣） 禿（内田真由美・京あけみ・新名一美・水本京子） 新造

（梶原美智子・栖原こずえ・岸冨美子・新庄祐子・野火あけみ・森篤子）その他・

禿・新造・職人・駕かき・町人等多ぜい 


