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菊池寛が文壇で認め られるきっかけとなった同名小説の映画

化。雷蔵は孤独にさいなまれ、暴君として振る舞 う悲運の藩主・

忠直役。家臣への不信を持ち、暴君へと豹変 していく様を苦悩

と狂気を交えて見事に演じた。
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狂四郎シリーズの柴田錬三郎同名小説を映画化。花造 りの名人

で健脚、人斬 うの名手 という個性的なヒーロー・斑平 (雷蔵 )

の数奇な運命を描 く。主人公が乗 う移ったかのような、ラスト

のお花畑の殺陣シーンの物悲 しさ !

人肌孔雀
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山本富士子が水も滴る若衆姿や可憐な薬売 りなど変幻自在の扮

装を見せ、濡れ衣を着せ られて憤死 した父の仇を討つ.主題歌

も山本が担当。一方客演の雷蔵は脇で瓢々と、楽 しく山本と掛

け合う痛快娯楽作。
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沓掛時次郎

渡世の義理で斬 っ́た男に妻子を託されるが、進むもそこは期難

辛苦の道 .明朗股旅ものが多かった雷蔵が長谷川伸原作の本

格股旅ものに挑むにあたり、自ら池広監督を推挙.新珠三千代、

杉村春子、志村喬など共演陣も豪華ぅ

鯉名の銀平

陰を帯 びた孤高の旅鵜が活躍する股旅 ものを数多 く描いた

長谷川伸 ×雷蔵 コンビ作には傑作が多 く、本作 もその一本。

前半 と後半で表情仕草が変貌、一人の男の二面性を見事演 じ

た雷蔵の魅力は必見。

潮 来出島 美 男 剣 法

兄の敵討 ちで江戸に来た竜四郎 (雷 蔵)は茶屋の娘。お雪 (瑳峨 )

と恋仲に。しか しお雪の祖父は二人の交際を禁 じ….雷蔵は本

作から大映と本格的に契約。また初期の名コンピとなる瑳峨三

智子とも本作で初顔合わせ。



2020年 9月 12日 (土曜日)～ 9月 25日 (金曜日)高崎電気館

9月 12日 沓掛時次郎

午前11:00～ 12:27

剣鬼

午後1:00～ 2:23

潮来出島 美男剣法

午後3:00～ 4:29

9月 13日 忠直 JI「 行状記

午前11:00～ 12:34

鯉名の銀平

午後1:15～ 2:35

人肌孔雀

午後3:00～ 4:39

9月 14日 月
中山七里

午前11:00～ 12:27

源氏物語 浮舟

午後1:00～ 2:58

剣鬼

午後3:30～ 4:53

9月 15日 火
潮来出島 美男剣法

午前11:00～ 12:29

忠直JII行状記

午後1:00～ 2:34

鯉名の銀平

午後3:15～ 4:35

9月 16日 水 休 映 日

9月 17日 木
源氏物語 浮舟

午前11:00～ 12:58

沓掛時次郎

午後1:30～ 2:57

忠直卿行状記

午後3:30～ 5:04

9月 18日 金
剣鬼

午前11:00～ 12:23

人肌孔雀

午後1:00～ 2:39

中山七里

午後3:15～ 4:42

9月 19日 忠直卿行状記

午前11:00～ 12134

潮来出島 美男剣法

午後1:15～ 2:44

剣鬼

午後3:15～4:38

9月 20日
鯉名の銀平

午前11:00～ 12:20

沓掛時次郎

午後1:00～ 2:27

中山七里

午後3:00～4:27

9月
■
日

の
“ 日

人肌孔雀

午前11:00～ 12:39

忠直卿行状記

午後1:15～ 2:49

源氏物語 浮舟

午後3:15～ 5:13

9月 22日
沓掛時次郎

午前11:00～ 12:27

剣鬼

午後1:00～ 2:23

鯉名の銀平

午後3:00～ 4:20

9月 23日 水 休 映 日

9月 24日 木
潮来出島 美男剣法

午前11:00～ 12:29

中山七里

午後1:00～ 2:27

人肌孔雀

午後3:00～ 4:39

9月 25日 金
鯉名の銀平

午前11:00～ 12:20

源氏物語 浮舟

午後1:00～ 2:58

沓掛時次郎

午後3:30～4157

※鵡賞嫌にマスクの着用をお願轍しま鳥
高崎電気能 需滉鷺濡昴晰3※間隔を空けての着席にご協力お願い致しま鳥  

『

鵞 蠅 里:満 :簡離 の

■メンバーズ会員当日1作品券
■800円 (税込み)

同じ日の 2本目から1作品券 800円
※2本日でも3本日でも1作品800円です(同 日に限る)。

シネマテークたかさきメンノヽ―ズ2020年
会員手帳をこ提示ください。
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