
七高演劇部時代七高演劇部時代七高演劇部時代七高演劇部時代

１９６４（昭３９）９． 『商船テナシチィ』　『商船テナシチィ』　『商船テナシチィ』　『商船テナシチィ』　（ヴィルドラック）

スタッフ

演　　　出 坂田　正二

演出助手 羽田　好一 金子　文代

舞台監督 北林　正志

大 道 具 小川　和男 田辺　博雄

小 道 具 久松　健司

効　　 果 上野目清子

照　　 明 上野　芳治

衣　　 裳 利根川澄子

キャスト

テレエズ 青葉　啓子

おかみさん 丸山　陽子

バスチアン 鹿野浩四郎

セギャアル 三浦　泰雄

イドゥ 野村　　勇

英人水夫 荻野谷正博

労働者・水夫 平野　正男 進藤　益雄

羽田　好一 小川　和男

久松　健司 坂田　正二

１９６５（昭４０）２．６ 『三年寝太郎』　『三年寝太郎』　『三年寝太郎』　『三年寝太郎』　（木下順二）

スタッフ

演　　　出 野村　　勇

演出助手 利根川澄子

舞台監督 田辺　博雄

装　　　置 野村　　勇

大 道 具 荻野谷正博久松　健司

小 道 具 三浦　泰雄

効　　 果 上野目清子

照　　 明 羽田　好一

衣　　 裳 青葉　啓子

キャスト

寝太郎 三浦　泰雄

ばあさま 青葉　啓子

勘太 久松　健司

長者どん 荻野谷正博

隣村のお百姓 田辺　博雄

お百姓 羽田　好一



お百姓の妻 上野目清子

長者どんの娘 利根川澄子

語り手 上野目清子

１９６５（昭４０）６．２６・２７ 『邯　　　鄲』　『邯　　　鄲』　『邯　　　鄲』　『邯　　　鄲』　（三島由紀夫）

スタッフ

演　　　出 野村　　勇

演出助手 青葉　啓子

舞台監督 久松　健司 （北林正志）

装　　　置 野村　　勇

大 道 具 酒井　勇治 遠藤　和夫

小 道 具 岡本・金子・戸田・中村

効　　 果 宮崎富美江上野目清子

照　　 明 上野　芳治 （坂田正二・中島常人）

衣　　 裳 室橋・今野・星野・長谷川

制　　 作 久松　健司

キャスト

次郎 荻野谷正博

菊 利根川澄子

美女 古沢　久子

踊子一 滝沢ゆみ子　

　〃 二 上村　京子

　〃 三 佐藤　順子

紳士一 松本慎一郎

　〃 二 仲　 　恭司

秘書 田辺　博雄

老国手 三井　一夫

医者一 市来邦比古

　〃 二 飯島　正明

女事務員 青葉　啓子

合唱 遠藤　和夫

酒井　勇治

室橋冨美子

今野　好江

岡本　恵美

金子恵美子

戸田　洋子

中村　令子

星野　恵子

長谷川あや子

１９６５（昭４０）９．２５・２６ 『家主の上京』　『家主の上京』　『家主の上京』　『家主の上京』　（椎名麟三）



スタッフ

演　　　出 野村　　勇

演出助手 利根川澄子星野　恵子

舞台監督 市来邦比古

装　　　置 上野目清子

小 道 具 酒井　勇治 仲　 　恭司

効　　 果 宮崎富美江

照　　 明 野村　　勇 田辺博雄（利根川澄子）

衣　　 裳 今野好江・滝沢ゆみ子・星野恵子

製　　 作 久松　健司 古沢　久子

飯島　正明 長谷川あや子

キャスト

矢田きく 青葉　啓子

矢田静子 上村　京子

矢田正男 田辺　博雄

西巻要太郎 久松　健司

音川智雄 飯島　正明

近所の主婦Ａ 古沢　久子

　　〃　　　　Ｂ 滝沢ゆみ子　

　　〃　　　　　Ｃ 長谷川あや子

運送人夫Ａ 酒井　勇治

　　〃　　 　Ｂ 仲　　 恭司

　　〃　　 　Ｃ 市来邦比古

１９６６（昭４１）２．５ 『還　　魂　　記』　『還　　魂　　記』　『還　　魂　　記』　『還　　魂　　記』　（飯沢匡） 『シガマの嫁コ』　『シガマの嫁コ』　『シガマの嫁コ』　『シガマの嫁コ』　（　　　　　）

スタッフ スタッフ

演　　　出 久松　健司 演　　　出 酒井　勇治

舞台監督 市来邦比古 舞台監督 市来邦比古

装　　　置 宮崎・星野・上野目 装　　　置

小 道 具 上野目・宮崎 小 道 具

効　　 果 野村　（市来） 効　　 果

照　　 明 飯島　正明 照　　 明

衣　　 裳 中島　（野村） 衣　　 裳

製　　 作 製　　 作

キャスト キャスト

帝（醜い老人） 野村　　勇 佐市 仲　　 恭司

妃（年若い美しい人） 上野目清子 シガマの嫁コ 古沢　久子

青年 中島　常人 沢おじ 田辺　博雄

少女 宮崎富美江 おかが 上村　京子

廷臣 飯島　正明 長谷川あや子

典薬の頭 星野　恵子

小者 市来邦比古



こむし・こむさこむし・こむさこむし・こむさこむし・こむさ時代時代時代時代

《こむし・こむさ》　第1回公演

１９６８（昭４３）９．８ 『邯　　　鄲』　『邯　　　鄲』　『邯　　　鄲』　『邯　　　鄲』　（三島由紀夫）

（墨田区民会館ホール） スタッフ

演　　　出 野村　　勇

舞台監督 市来邦比古

衣　　 裳 上野目清子

照　　 明 酒井　勇治

効　　 果 斎藤　良三 水島　健司

効果操作 北林　正志

小 道 具 宮崎富美江星野　恵子

大 道 具 田辺　博雄

制　　 作 久松　健司

協　　 力 荻野谷正博利根川澄子

キャスト

次郎 斎藤　良三

菊 古沢　久子

美女 上村　京子

踊子一 宮崎富美江

　〃 二 上野目清子

　〃 三 星野　恵子

秘書 野村　　勇

女事務員 今野　好江

紳士一 久松　健司

　〃 二 野村　　勇

老国手 水嶋　健司

医者一 田辺　博雄

　〃 二 市来邦比古

《こむし・こむさ》　第２回公演

１９６９（昭４４）８．３１ 『予告された心中』　『予告された心中』　『予告された心中』　『予告された心中』　（榊原　政常）

（墨田区民会館ホール） スタッフ

演　　　出 野村　　勇

装　　　置 野村　　勇

衣　　 裳 今野　好江

効　　 果 水島　健司 宮崎富美江

照　　 明 酒井　勇治

小 道 具 黒須　敬司 星野　恵子



制　　 作 久松　健司 宮沢　清子

キャスト

郵便局長・亀岡 黒須　敬司

その妻　　　　鈴 利根川澄子

その娘　八重子 今野　好江

局　員　　岩本 市川　清文

局員　三島悦子 宮崎富美江

その妹　　道子 今野　幸子

名古屋からの女客岡本　峰子

男 水島　健司

警官 久松　健司

《こむし・こむさ》　第３回公演

１９７０（昭４５）８．３０ 『はだしの青春』　『はだしの青春』　『はだしの青春』　『はだしの青春』　（宮本　研）

（墨田区民会館ホール） スタッフ

演　　　出 利根川澄子

演出助手 市川　清文

装　　　置 野村　　勇

舞台監督 田辺　博雄

効　　 果 宮沢　清子

照　　 明 酒井　勇治

制　　 作 久松　健司

会　　 計 今野　好江

協　　 力 飯島　正明 宮崎富美江

キャスト

三　郎 小野　満郎

みどり 今野　好江

母　親 利根川澄子

民　江 今野　幸子

家　主 久松　健司

《こむし・こむさ》　青年館サヨナラパーティー特別公演

１９７０（昭４５）１２？
『天皇陛下のお引越し』　『天皇陛下のお引越し』　『天皇陛下のお引越し』　『天皇陛下のお引越し』　（野村勇）

演　　　出 野村　　勇

男 久松　健司

女事務員 今野　好江

警官 市川　清文

《こむし・こむさ》　第４回公演

１９７１（昭４６）７．３１・８．１
『この小児』　『この小児』　『この小児』　『この小児』　（八木柊一郎） 『天皇陛下のお引越し』　『天皇陛下のお引越し』　『天皇陛下のお引越し』　『天皇陛下のお引越し』　（野村勇）



スタッフ スタッフ

演　　　出 久松　健司 演　　　出 奥住　光利

装　　　置 野村　　勇 照　　 明 榊　　冶織

       (ｱｰﾄｸﾞﾗﾝﾄﾞ11)

共通スタッフ

　　制　作 市川　清文

　　照　明 青山　光健

　　表　方 小野　満郎

　　協　力 利根川澄子　飯島　正明

田辺　博雄　 宮崎富美江

キャスト キャスト

屑屋　利一 野村　　勇 男 市川　清文

その女房　さき 宮沢　清子 女 今野　好江

仲買人　中山 久松　健司 警官 青山　光利

近所の女 今野　幸子

《こむし・こむさ》　青年館文化祭特別公演

１９７１（昭４６）１２？
『幸福な男』　『幸福な男』　『幸福な男』　『幸福な男』　（チェーホフ）

演　　　出 野村　　勇

幸福な男 飯島　正明

その友人 奥住　光利

車　　掌 市川　清文

乗　　客 宮崎富美江野村　　勇

久松　健司 今野　幸子

今野　好江


