


破 戒
(19621:,モ ノクロ′llS分 ,ス コーフ )
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巨匠。市川昆が『炎上 lTぼ んち―「に続いて雷蔵 とコンビを組み、

島崎藤村の名作を映画化。雷蔵は部落出身であることを隠 し

生きる小学教師役 を繊細に演 じた。また本作で藤村志保が鮮

烈なスク リーンデビューを飾った。

忍びの者
(1962年 ,モ ノクロ,105分 ,ス コーフ )
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社会派の巨匠・山本薩夫が市川雷蔵とタッグを組み、動乱の

戦国の世に活動 した諜報活動の専門集団としての苛酷で非人

間的な忍者の姿を徹底的にリアルに描き切 り、忍者ブームを

巻き起こす大ヒットを記録した。

弥次喜多道中
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江戸は神田八丁堀に住む弥次郎兵衛 (雷 蔵)と 喜多八 (林 )。

声が出な くなった喜多八は医師を訪ねるが、京へ旅立った

後だつた。医師を追って京に向かう二人だったが 。

歌手・島倉千代子も本作で大映映画初出演。
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眠狂四郎女妖剣
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河岸に 2人 の女の全裸死体があかる。狂四郎 (雷 蔵)は 隠れ

キ リシタンの鳥蔵か らその 2人 が大奥の女たと間 く―.エ ロ

ティシズノ、を全篇に盛 り込み、また以降の定番となる円月殺法

の残像効果が初登場。

眠狂四郎無頼剣
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死んだ師の恨みを晴 らすため江戸を炎の海にしようと企む浪

人一回 と狂四郎が戦 うシ リーズ第 8作。三隅研次が「勝負」「炎

情剣Jに 次ぎ 3度 目の登板。同じ円月殺法で狂四郎 と対する

愛染役・天地茂圧巻の演技も必見 .

ノ一ケ̈

花の兄弟

堅物の侍・市之進 (雷 蔵)は や くぎの弟 (橋 )と 再会、自分

もや くざ修行 を始めることになるが .雷 蔵は本作で橋 と二

度目の顔合わせ。似た顔立ちたが正義 も性格も正反対の兄弟

役、すっか り板についた名コンビぶ りが楽 しい。



2020年 10月 10日 (土曜日)～ 10月 23日 (金曜日)高崎電気館

10月 10日 剣

午前11:00～ 12:35

破 戒

午後1:15～ 3:13

弥次喜多道中

午後3:45～ 5:04

10月 11日 花の兄弟

午前11:00～ 12:26

忍びの者

午後1:00～ 2:45

眠狂四郎女地獄

午後3:15～ 4:37

10月 12日 月
破 戒

午前11:00～ 12:58

弥次喜多道中

午後1:30～ 2:49

眠狂四郎女妖剣

午後3:15～ 4:36

10月 13日 火
忍びの者

午前11:00～ 12:45

剣

午後1:15～ 2:50

眠狂四郎無頼剣

午後3:15～4:34

10月 14自 水 休 映 日

10月 15日 木
眠狂四郎女妖剣

午前11:00～ 12:21

眠狂四郎無頼剣

午後1:00～ 2:19

破 戒

午後2:45～ 4:43

10月 16日 金
弥次喜多道中

午前11:00～ 12:19

花の兄弟

午後1:00～ 2:26

忍びの者

午後3:00～ 4:45

10月 17日 眠狂四郎無頼剣

午前11:00～ 12:19

眠狂四郎女地獄

午後1:00～ 2:22

眠狂四郎女妖剣

午後2:45～ 4:06

10月 18日
弥次喜多道中

午前11:00～ 12:19

破 戒

午後1:00～ 2:58

剣

午後3:30～ 5:05

10月 19日 月
眠狂四郎女地獄

午前11:00～ 12:22

剣

午後1:00～ 2:35

忍びの者

午後3:00～ 4:45

10月 20日 火
花の兄弟

午前11:00～ 12:26

眠狂四郎女妖剣

午後1:00～ 2:21

弥次喜多道中

午後2:45～ 4:04

10月 21日 水 休 映 日

10月 22日 木
剣

午前11:00～ 12:35

眠狂四郎女地獄

午後1:15～ 2:37

花の兄弟

午後3:15～ 4:41

10月 23日 金
破 戒

午前11:00～ 12:58

忍びの者

午後1:30～ 3:15

眠狂四郎無頼剣

午後3:45～ 5:04

※ご鑑賞の際にマスクの着用をお願い致します。
※間隔を空けての着席にご協力お願い致しま丸

砦
■館市縣鳳鸞I認3′高崎電

同じ日の2本日から1作品券 800円
※2本目でも 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。

駐
車
場
割
引

当日付の高崎市内の駐車場の駐車券を受付でご提示いただくと、駐車券を

お持ちの方、■名様の映画鑑賞料金を 100円割引いたします。

当日券 1,000円→900円、 2本目割引・会員割引 800円→700円

雉 蠅 里:誂 :悔離 の

■メンバーズ会員当日1作品券
■800円 (税込み)
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