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御嶽流神楽大会（豊後大野市）
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風流杖踊り（臼杵市）
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田染荘御田植祭（豊後高田市）
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日田祇園祭（日田市）
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中津祇園（中津市）
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本場鶴崎踊大会（大分市）
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石仏火まつり（臼杵市）
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ケベス祭（国東市）
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裸祭り（豊後高田市）
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ひょうたん祭（豊後大野市）
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鷹栖観音鬼会（宇佐市）
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木浦鉱山すみつけ祭り（佐伯市）
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1958　日本大学芸術学部写真学科卒業
1970　映画「煉獄エロイカ」吉田喜童監督作品スチール写真
1973　記録映画「彫刻家本郷新の世界＜創る＞」キネマ旬報 4 位入賞
1975　写真集「創作舞踊家花柳幻舟＜残情死考＞
1980　写真展＜壁・過去からの心象＞東京銀座　地球堂ギャラリー
1983　映画「国東物語」村野鐵太郎監督作品スチール写真
1986　写真展「ボンジュール・パリ」大分キムラヤ画廊
1990　写真展「MON PARlS・La nostalgie・旅愁」愛知県足助町　マンリン書店蔵の中
　　　  写真展「BARCELONA&GAUDl・光と影のプレリュード」湯布院ギャラリー MUNE
1992    60 年代ネオ・ダダと ! 福岡 ギャラリーとわーる
　　　  写真展「霧の街カストロ－地球の裏側 CHlLE」湯布院ギャラリー MUNE
1993    映画「KOYA・澄賢房覚え書」村野鐵太郎監督スチール写真
    　　  写真展「ネオ・ダダ・ギンザ」東京銀座　牧神画廊
             写真展「もう一度インドへ」湯布院　空想の森美術館フォト館
1994    写真属「流動する美術ネオ・ダダ」福岡市立美術館
1995    写真展「“ 麦 ” カラー・モノクロームの試み」大分　ギャラリー・デボラ
　　　  風倉匠二人展「ピアノ狂詩曲」福岡市　赤煉瓦文化館
　　　  写真展「95 ネオダダ＜一断面＞」大分市　コンパルホール
1996　写真展「和紙による試み “ 麦 ”」東京銀座　画廊春秋
　　　  写真展「60 年代ネオ・ダダの作家たち 11 人のプロフィール」佐野画廊
1997    写真集「オフのゆふいん」出版
             写真展「60 年代ネオ・ダダの作家たち FACE NOW」福岡ギャラリーとわーる
1998    写真展「ネオダダ JAPAN 1958-1998 磯崎新とホワイトハウスの面々」大分市 アート・プラザ写真展
  　　　「オフのゆふいん」東京　SCAN ギャラリー
1999    写真展「横光利一 ( 旅愁 ) の舞台を訪ねて」東京　世田谷文学館
2000    写真展「オアシスのある街」大分県総合文化センターオアシス 21
            写真展「“ 彩 ” 世界のある日あるところ」大分市　アートプラザ写真展
            「ネオ・ダダの記録 - ホワイトハウスを中心に -」東京　ギャラリー 360°
　　　  写真展「千年は一瞬のごとく」福岡甘木市黒川 INN 美術館
2001    写真展「PARlS サンジェルマンのゲイ・パレード」大分 ギャラリーデポラ
　　　  写真展「国東半島六郷満山峯入り行」国東町　アストくにさき
　　　  写真展「在りし日の朝倉文夫」朝地町　朝倉文夫記念館
2002   写真展「大分ワールドカップを記録するカメラマン 30 人の視線」大分市  オアシス 21 県民ギャラリー　
　　       
             写真展「第 10 回湯布院と山頭火展」湯布院駅ホール
2003    EU 企画写真展 “ 在る情景 ”( 国東半島に遺る煙草乾燥倉 )
2004    写真集 EU 企画写真集「OlTA・TODAY」
2005    出版本「大分の祭り」( 文　幸 萌 )
2006    写真展「CHlLE 地球の裏側」大分市　ギャラリーサトウ

            日本写真家協会 (JPS) 会員
           石松健男写真事務所　代表

【連絡先】
　　　　　大分県宇佐市岩崎 1218-16
　　　　　TEL : 0978-37-0009
　

【経　歴】

【著　者】石松 健男
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九州十色シリーズ

一度は見ておきたい 

「大分の祭り」　
撮  影　石松 健男
   文       幸　萌
定 価 1,200 円　　　

 おおいたインフォメーションハウス　より
 好評発売中。
 お求めは県内の書店またはコチラから

今回ご紹介した作品は おおいたインフォメーションハウスのご協力
による同名書籍からの抜粋です。
全１２７ページに石松健男氏の風情あふれる作品が満載。
大分の数多くのお祭りの様子が伝わります。
大分の祭りマップ付き。

http://www.cjo.co.jp/
http://www.cjo.co.jp/other/genko.html
http://www.cjo.co.jp/other/genko.html
http://www.cjo.co.jp/


　オオイタデジタルブックは、大分合同新聞社と学校法人別府大学が、大分の文化振興

の一助となることを願って立ち上げたインターネット活用プロジェクト「NAN-NAN（な

んなん）」の一環です。NAN-NAN では、大分の文化と歴史を伝承していくうえで重要な、

さまざまな文書や資料をデジタル化して公開します。そして、読者からの指摘・追加情

報を受けながら逐次、改訂して充実発展を図っていきたいと願っています。情報があれ

ば、ぜひ NAN-NAN 事務局にお寄せください。

　NAN-NAN では、この　 「一度は見ておきたい　大分の祭り」以外にもデジタルブック等

をホームページで公開しています。インターネットに接続のうえ下のボタンをクリック

すると、ホームページが立ち上がります。まずは、クリック！！！

本著作物は著作権法によって保護されており、著作者に

許可無く転載・改変・販売することを禁じます。

 
２００６年 9 月 15 日　初版発行

著者　　石松　健男
　　

発行　ＮＡＮ ‐ ＮＡＮ事務局
〒８７０- ８６０５

大分市府内町３- ９- １５

大分合同新聞社　総合企画室内

            お問い合わせ・情報提供はこちらからも→ クリック

デジタルブック版

mailto:info@nan-nan.jp
http://www.nan-nan.jp
http://www.oita-press.co.jp
http://www.beppu-u.ac.jp/nan-nan/
http://www.nan-nan.jp/
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