
7月14日（土）～24日（
火）

京都みなみ
会館

雷蔵主演作
15本一挙公開 !

15日（日）真城千都世
さん来館予定!
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京都みなみ会館
九条大宮｜近鉄東寺駅西へ150m

tel.075-661-3993
www.kyoto-minamikaikan.jp

近
鉄
・
東
寺
駅

油
小
路
通

大
宮
通

九条通

東寺
五重塔

京　都　駅

P
P

京都みなみ会館

14（土） 10:00 陸軍中野 11:55 雲一号 13:35 竜三号 15:20 密命 17:00 開戦前夜
15（日） 10:00 濡れ髪三 11:55 薄桜記 14:15 手討 15:55 濡れ髪喧 17:50 鯉名の銀
16（祝） 10:00 蛇姫様 11:55 中山七里 13:35 朱雀門 15:35 沓掛時次 17:15 切られ与
17（火） 10:00 切られ与 11:55 密命 13:45 開戦前夜 15:35 鯉名の銀 　　　̶
18（水） 10:00 沓掛時次 11:55 手討 13:35 陸軍中野 15:25 雲一号 　　　̶
19（木） 10:00 竜三号 11:55 濡れ髪喧 13:55 濡れ髪三 15:45 蛇姫様 　　　̶
20（金） 10:00 朱雀門 11:55 中山七里 13:35 薄桜記 15:40 手討 　　　̶
21（土） 10:00 鯉名の銀 11:55 切られ与 13:45 蛇姫様 15:40 朱雀門 　　　̶
22（日） 10:00 濡れ髪喧 11:55 濡れ髪三 13:45 陸軍中野 15:40 雲一号 　　　̶
23（月） 10:00 沓掛時次 11:55 中山七里 13:45 薄桜記 　　　̶ 　　　̶
24（火） 10:00 竜三号 11:55 密命 13:45 開戦前夜 　　　̶ 　　　̶

当日料金（各回入替制 /前売なし）

1回券…一般1,300円 /学生・
シニア・会員1,000円

3回券… 3,000円  ※複数名で
のご利用可、3回券2セット同
時購入で1回券1枚進呈
雷蔵命日割引… 7月17日（日）
は1,000円均一

ゆかた・着物割引…ゆかた・着
物でご鑑賞の方は1,000円
均一

世界情勢が緊迫を増す昭和13年、陸軍へ少尉入隊が決
まった三好次郎は、とある場所に集められる。そこは中野学
校という、日本で初めての諜報員養成所であった…。

陸軍中野学校シリーズ
～戦争を操る～

侠気と純情 
～アウトローの世界に足を踏み入れた男の旅路～

女優たちと雷蔵
～名花と共に～

今年は、日本陸軍の諜報員養成機関の陸軍中野学校シリーズを主に、時代劇の中でも
人気のジャンル股旅物、美しい女優たちが共演した雷蔵主演作、全15作品を一挙上
映！ 7月15日（日）は女優・真城千都世さんをお迎えしてのゲストトークを行います。

★15日（日）「薄桜記」上映時、真城千都世さんゲストトーク（予定）
真城千都世…松竹歌劇団（SKD）出身。「薄桜記」で雷蔵の相手役としてスクリー
ンデビュー。「濡れ髪喧嘩旅」「手討」「てんやわんや次郎長道中」など多数出演。

陸軍中野学校
■14（土）10:00　■18（水）13:35
■22（日）13:45
1966年 /モノクロ/96分
監督：増村保造　脚本：星川清司
共演：小川真由美 /待田京介

昭和14年秋、世界大戦の危機感が強まっていた。日本初
の組織的スパイ養成機関・中野学校の第一期生である椎
名次郎が、壮絶な諜報戦を繰広げ活躍するシリーズ第２作 !

陸軍中野学校 雲一号指令
■14（土）11:55　■18（水）15:25
■22（日）15:40
1966年 /モノクロ/81分
監督：森一生　脚本：長谷川公之
共演：村松英子 /加東大介

昭和15年、和平交渉のため上海に向かった一行は何者か
に襲撃される。現場に残されたのは謎のコイン。次郎が敵ス
パイに変装し、見えない敵を相手に闘うシリーズ第3作 ! 

陸軍中野学校 竜三号指令
■14（土）13:35　■19（木）10:00
■24（火）10:00
1967年 /モノクロ/88分
監督：田中徳三　脚本：長谷川公之
共演：加東大介 /安田道代

中国大陸で活動中にスパイ容疑で逮捕され、日本へ強制送
還された次郎は留置所でひどい拷問を受ける。しかしこれは
草薙中佐の書いたシナリオだった…。シリーズ第4作 !

陸軍中野学校 密命
■14（土）15:20　■17（火）11:55
■24（火）11:55
1967年 /モノクロ/88分
監督：井上昭　脚本：舟橋和郎
共演：高田美和 /野際陽子

昭和16年11月5日。極秘に開かれた御前会議で、米英を
相手に開戦も辞さず重大決定がおりた。しかしこの情報が洩
れ、無電と暗号が飛び交う! 陸軍中野学校シリーズ最終作。

陸軍中野学校 開戦前夜
■14（土）17:00　■17（火）13:45
■24（火）13:45
1968年 /モノクロ/89分
監督：井上昭　脚本：長谷川公之
共演：小山明子 /浜田ゆう子

いとしい女の面影秘めて男度胸の長脇差が伊豆の下田に
血の雨降らす ! 股旅姿でまたイカす、雷蔵痛快の殴りこみ ! 
長谷川伸の名作戯曲に再び挑む本格的股旅時代劇 !

鯉名の銀平
■15（日）17:50　■17（火）15:35
■21（土）10:00
1961年 /カラー /80分
監督：田中徳三　原作：長谷川伸
共演：中村玉緒 /成田淳一郎

渡世人の時次郎は、やむなく斬った男の妻子を守って旅に
出ることに。噴煙昇る浅間の山麓から、東海道は遠州路へ。
恋の長ドス浅間に光る、意地と度胸の渡り鳥 !

沓掛時次郎
■16（月・祝）15:35　■18（水）10:00
■23（月）10:00
1961年 /カラー /87分
監督：池広一夫　撮影：宮川一夫
共演：新珠三千代 /杉村春子

気っぷで生きる江戸深川の名物男、木場の政吉は恋仲だっ
たおさんと死に別れ、今はあてどない草枕を重ねる旅鴉。道
中、偶然にもおさんと瓜二つの女に出会い…。

中山七里
■16（月・祝）11:55　■20（金）11:55
■23（月）11:55
1962年 /モノクロ/87分
監督：池広一夫　原作：長谷川伸
共演：中村玉緒 /大瀬康一

銭では買えない男の意地に、惚れて捨てたは大名稼業 ! 
腕っ節が強く情にもろいやくざの旅鴉と、ドライで坊ちゃん育
ちの将軍若様との奇想天外、痛快の明るく楽しい喧嘩旅 !

濡れ髪三度笠
■15（日）10:00　■19（木）13:55
■22（日）11:55
1959年 /カラー /98分
監督：田中徳三　脚本：八尋不二
共演：本郷功次郎 /淡路恵子

不正代官の巡察使として任命された金八郎と、旅鴉の間に
奇妙な友情が生まれる珍道中。喧嘩買います、恋も買いま
す! 明るい笑いと仄かな哀愁のにじむ新股旅時代劇 !

濡れ髪喧嘩旅
■15（日）15:55　■19（木）11:55
■22（日）10:00
1960年 /カラー /99分
監督：森一生　脚本：八尋不二
共演：川崎敬三 /真城千都世

剣豪・丹下典膳と、中山安兵衛。二人の剣士の明暗を赤
穂浪士の討ち入りを背景に映し出す ! 武道の意地か、男の
友情か、帰らぬ恋の悲憤を秘めて、今ぞ斬る隻腕知心流 !

薄桜記
■15（日）11:55　■20（金）13:35
■23（月）13:45
1959年 /カラー /110分
監督：森一生　脚本：伊藤大輔
共演：勝新太郎 /真城千都世

追われて逃げて夜霧の浜辺 ! 御用提灯の火の海で、恋が
生まれて命が消える! 江戸蝋燭問屋の総領養子・与三郎
の数奇な運命と愛情流転を詩情豊かに描き出した人情劇。

切られ与三郎
■16（月・祝）17:15　■17（火）10:00
■21（土）11:55
1960年 /カラー /95分
監督・脚本：伊藤大輔
共演：淡路恵子 /冨士真奈美

武門の意地か、恋の恨みか、愛する女を斬らねばならぬ男
の哀切を描いて鮮烈 ! 菊と播磨の美しくも哀しい悲恋物語。
徳川初期、二派の対立によって展開する娯楽時代活劇 !

手討
■15（日）14:15　■18（水）11:55
■20（金）15:40
1963年 /カラー /85分
監督：田中徳三　原作：岡本綺堂
共演：藤由紀子 /真城千都世

舞台姿で悩ませて、若衆姿で斬りまくる! 歌に、小説に、芝
居に、放送に、満天下を唸らせた琴姫と千太郎の、恋と復
讐の痛快物語 ! 颯爽雷蔵の魅力が結集した豪華時代劇 !

蛇姫様
■16（月・祝）10:00　■19（木）15:45
■21（土）13:45
1959年 /カラー /96分
監督：渡辺邦男   原作：川口松太郎
共演：瑳峨三智子 /近藤美恵子

高貴の若宮をめぐる佳人ふたり、純愛の瞳を濡らす和宮、
燃える乳首を悲しく抱く情熱の侍女・夕秀。朱雀門の奥深く、
全篇ラブシーンで繰り広げる華麗哀切の悲恋絵巻 !

朱雀門  しゅじゃくもん

■16（月・祝）13:35　■20（金）10:00
■21（土）15:40
1957年 /カラー /100分
監督：森一生　原作：川口松太郎
共演：若尾文子 /山本富士子
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