
在外外国人

旭大
日本・アメリカ合衆国間
の関係強化及び友好親
善に寄与

元　連邦下院議長
現　連邦下院民主党院内総務
現　連邦下院議員

ナンシー・ペローシ
                          　　（女）
Nancy Pelosi
　　　　　　　　　            （75歳）

アメリカ合衆国

コロンビア特別区
ワシントン市

旭大
日本・英国間の経済関
係の強化及び日英関係
の促進に寄与

元　駐日英国大使
元　日立ヨーロッパ社
　　 取締役会長
元　(株)日立製作所取締役

（瑞四）

スティーブン・ジョン・ゴマソール
                          　　（男）
Stephen John Gomersall
　　　　　　　　　            （67歳）

英国

ロンドン市

旭大
日本・オーストラリア間の
経済関係の強化に寄与

現　豪日経済委員会会長
現　日豪会議議長
元　ブリティッシュ・エアウェイズ
 　　最高経営責任者
元　インフラストラクチャー・
　　 オーストラリア会長

ロデリック・エディントン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roderick Eddington
　　　　　　　　　　　　　　（65歳）

オーストラリア

ヴィクトリア州
メルボルン市

旭大
日本・パプアニューギニ
ア間の関係強化及び友
好親善に寄与

元　首相
元　外務大臣
現　国会議員
現　東セピック州知事

マイケル・トーマス・ソマレ
                          　　（男）
Michael Thomas Somare
　　　　　　　　　            （79歳）

パプアニューギニア

東セピック州
ウエワク市

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭大
日本・台湾間の友好関
係強化及び相互理解の
促進に寄与

元　亜東関係協会会長
元　(社)台湾日本研究学会
      理事長

キョ・スイトク
許　水徳
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hsu Shui-teh
　　　　　　　　　　　　　　　（83歳）

―――――――

台湾
台北市

旭重
日本・アメリカ合衆国間
の議員交流及び相互理
解の促進に寄与

元　連邦上院議員
元　日米国会議員委員会
　　 共同議長

ウィリアム・ウォーレン・ブラッドレー
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
William Warren Bradley
    　　　　　　　　　　　　　（71歳）

アメリカ合衆国

ニューヨーク州
ニューヨーク市

旭重
日本・インド間の関係強
化及び友好親善に寄与

元　首相顧問
元　首相府首席次官
元　公企業任命委員会委員長
元　パンジャブ州首席次官

トﾄベリル・クリシュナ・ピラ・
　　　　　　アヤパンクティ・ナイヤル
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Thottuvelil Krishna Pilla
　　　　　 Aiyappankutty Nair
　　　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

インド

ケララ州
ﾃｨﾙｳﾞｧﾅﾝﾀﾌﾟﾗﾑ市

旭重

日本・インド間の科学技
術分野における学術交
流及び相互理解の促進
に寄与

元　インド科学大学院大学学長
ジャワハルラル・ネルー
先端科学研究所名誉所長
元　日印合同科学評議会
　　 インド側委員長

チンターマニー・ナーゲーシャ・
　　　　　　　ラーマチャンドラ・ラオ
                               （男）
Chintamani Nagesa
　　　　　　　Ramachandra Rao
                               （80歳）

インド

カルナータカ州
バンガロール市
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平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重

日本・カナダ間の政治・
経済分野における交流
及び相互理解の促進に
寄与

元　駐日カナダ大使
元　カナダ外貿省外務次官
元　日加フォーラム
　　 カナダ側座長

ドナルド・ウィルフレッド・キャンベル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Donald Wilfred Campbell
　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

カナダ

ブリティッシュ・
コロンビア州

バンクーバー市

旭重
日本・アフリカ間の協力
関係の強化及び友好親
善の促進に寄与

元　駐日ジンバブエ大使
現　大統領府セクレタリー

スチュワート・ハロルド・
                     コンバーバッハ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Stuart Harold Comberbach
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

ジンバブエ

ハラレ市

旭重

日本・タイ間の関係強化
及び日本の東南アジア
地域における国際貢献
の向上に寄与

元　外務大臣
元　外務事務次官
元　アジア工科大学理事会
      議長
現　アジア太平洋障害者
　　 センター理事会議長

テート・ブンナーク
                               （男）
Tej Bunnag
                               （71歳）

タイ

バンコク都
パトゥムワン区

旭重

日系企業の対韓投資促
進、日韓の学術交流及
び日本の学術研究の発
展に寄与

元　大韓貿易投資振興公社
　　 外国人投資オンブズマン
元　大統領直属規制改革
      委員会委員長
現　同伴成長委員会委員長
元　中央大学校国際大学院
      院長

アン・チュンヨン
安　忠榮
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ahn Choong Yong
　　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

大韓民国

京畿道城南市
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平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本・ドイツ間の相互理
解の促進に寄与

現　ベルリン日独センター
　　 評議会議長
現　日独フォーラム共同議長
元　メルク社社長

ベルンハルト・ショイブレ
                               （男）
Bernhard Scheuble
                               （61歳）

ドイツ

ヘッセン州
ベンスハイム市

旭重
日本・ドイツ間の学術交
流及び相互理解の促進
に寄与

現　ハンブルク大学長
元　ベルリン自由大学長
現　ドイツ大学長会議副会長

ディーター・レンツェン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Dieter Lenzen
　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

ドイツ

ハンブルク市

旭重
日本・フランス間の宇宙
分野の関係強化に寄与

現　フランス国立宇宙研究
　　 センター会長
現　ﾌﾗﾝｽ経団連ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
　　 日本委員長
元　日・EUﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ
　　 EU側議長
元　アリアンスペース会長
　　 兼ＣＥＯ

ジャン・イヴ・ル・ガル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jean-Yves Le Gall
　　　　　　　　　　　　　　（56歳）

フランス

パリ市

旭重
日本・マレーシア間の経
済関係の強化及び相互
理解の促進に寄与

元　駐日マレーシア大使
現　スズキ・マレーシア社会長
現　三菱自動車
 　　マレーシア社会長
現　ホンダ・マレーシア社
　　 取締役

マルズキ・モハマッド・ノール
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tan Sri Marzuki bin Mohd Noor
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

マレーシア

クアラルンプール市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本・ラオス間の関係強
化及び友好親善に寄与

元　外務副大臣
現　国家主席府付大臣
ラオス空手道連盟名誉会長

ポンサワット・ブッパー
                               （男）
Phongsavath Boupha
                               （68歳）

ラオス

ビエンチャン特別市

旭重
日本・台湾間の経済関
係強化及び交流促進に
寄与

現　台日商務交流協進会
　　 理事長
現　(財)台日経済貿易発展
　　 基金会董事長
現　中国信託金融ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
　　 最高顧問
現　(株)東京スター銀行
　　 取締役会長

コウ・ヘイコン
江　丙坤
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Chiang Pin-Kung
　　　　　　　　　　　　　　　（82歳）

―――――――

台湾
台北市

旭中

野球を通じた日本・アメリ
カ合衆国間の友好親善
の促進及び我が国野球
界の発展に寄与

元　ロサンゼルス・ドジャース
　　 社長兼オーナー

ピーター・オマリー
                               （男）
Peter O'Malley
                               （77歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
ロサンゼルス市

旭中

日本・アメリカ合衆国間
の学術・科学技術交流
及び相互理解の促進に
寄与

元　全米科学ｱｶﾃﾞﾐｰ事務局長
元　全米研究評議会
 　　最高運営責任者
元　国務長官科学技術顧問

エルマー・ウィリアム・
           コルグレイザー・ジュニア
                              （男）
Elmer William Colglazier Jr.
                              （70歳）

アメリカ合衆国

バージニア州
マクリーン市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・アメリカ合衆国間
の経済関係強化及び相
互理解の促進に寄与

元　在バーミングハム日本国
　　 名誉総領事
元　アラバマ経済開発
 　　パートナーシップ機構会長
元　日米南東部会共同議長

エルマー・ビーズラー・ハリス
                              （男）
Elmer Beseler Harris
                              （76歳）

アメリカ合衆国

アラバマ州
クロップウェル市

旭中

日本・アメリカ合衆国間
の文化交流促進及び我
が国のスポーツ界の発
展に寄与

元　米国オリンピック委員会会
長
元　国際オリンピック委員会委
員
現　エル・ポマー財団会長
元　大統領特別顧問

ウィリアム・ジョセフ・ヒブル
                              （男）
William Joseph Hybl
                              （72歳）

アメリカ合衆国

コロラド州
コロラド・スプリングス市

旭中
日本・アメリカ合衆国間
の交流促進及び友好親
善に寄与

現　在サン・ホワン日本国
　　 名誉総領事
元　プエルト・リコ商工会議所
　　 会頭

マヌエル・モラーレス・ジュニア
                              (男）
Manuel Morales, Jr.
                             (69歳）

アメリカ合衆国

プエルト・リコ準州
サン・ホワン市

旭中
日本の国際保健、公衆
衛生分野の発展に寄与

現　ハーバード大学
 　　公衆衛生大学院国際保健
　　 人口学部国際保健政策
　　 教授
現　ハーバードﾞ大学
　　 公衆衛生大学院武見国際
　　 保健ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ主任教授
元　ハーバード大学人口開発
 　　研究センター所長

マイケル・ロビン・ライシュ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Michael Robin Reich
　　　　　　　　　　　　　　　　(64歳)

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
ボストン市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・アルジェリア間の
経済関係の促進に寄与

元　日アルジェリア合同経済
　　 委員会ｱﾙｼﾞｪﾘｱ側委員長
元　経営者フォーラム会長

レダ・ハミアニ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Réda Hamiani
　　　　　　　　　　　　　　　　(71歳)

アルジェリア

アルジェ県
アルジェ市

旭中
日本・イスラエル間の経
済関係の強化及び相互
理解の促進に寄与

現　イスラエル日本親善協会・
　　 商工会議所会長

ロニ・アロン・ボーンシュタイン
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roni Aaron Bornstein
　　　　　　　　　　　　　　　　(62歳)

イスラエル

ヘルツェリア市

旭中
日本美術を通じた日米
友好親善・相互理解の
促進に寄与

現　スミソニアン美術館
　　 フリーア・サックラー・
　　 ギャラリー館長

ジュリアン・レイビー
                                   （男）
Julian Raby
                                  （65歳）

英国

アメリカ合衆国
ワシントンDC

旭中
日本・エストニア間の友
好親善及び相互理解の
促進に寄与

元　駐日エストニア大使館
　　 臨時代理大使
元　外務省アジア担当参事官
現  エストニア・日本協会会長

ヘイキ・ヴァーラステ
　　　　　　　　　　　　　　 （男）
Heikki Vallaste
　　　　　　　　　　　　　　 （71歳）

エストニア

タリン市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・オランダ間の学術
交流及び相互理解の促
進に寄与

元　ライデン大学医学史教授
元　日本研究ｵﾗﾝﾀﾞ協会会長
現　ライデン大学図書館特別
　　 ｺﾚｸｼｮﾝ・ｽｶﾘｹﾞﾙ教授

ハルメン・ボイケルス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Harmen Beukers
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

オランダ

ライデルドルプ市

旭中
日本・ギリシャ間の友好
親善及び相互理解の促
進に寄与

元　ギリシャ政府観光局
　　 極東地域代表
現　ギリシャ日本協会会長

ディモス・ヴラツァノス
                            （男）
Dimos Vratsanos
                            （76歳）

ギリシャ

アテネ市

旭中
日本・スウェーデン間の
相互理解の促進及び友
好親善の促進に寄与

元　在ヨーテボリ日本国
 　　名誉総領事

トーマス・ルムスデン
                                （男）
Thomas Lumsden
                                （72歳）

スウェーデン

ビルダール市

旭中
日本・タイ間の学術交流
及び相互理解の促進に
寄与

元　モンクット王ラカバン工科
 　　大学学長
元　モンクット王工科大学
　　 工学部長

ゴーソン・ペッツワン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kosol Petchsuwan
          　　　　　　         （76歳）

タイ

タイバンコク都
スティサンロード
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中

日本・大韓民国間の友
好親善及び大韓民国に
おける対日理解の促進
に寄与

現　韓日文化交流会議
　　 韓国側委員長
元　(社)韓日未来ﾌｫｰﾗﾑ代表
現　東西大学日本研究
 　　センター所長

チョン・グジョン
鄭　求宗
                          　  　　（男）
Chung Ku-Chong
　　　　　　　　　　　　　　　　 (70歳）

大韓民国

ソウル特別市

旭中
中華人民共和国におけ
る日本研究及び日本語
教育の発展に寄与

元　北京外国語大学
　　 日本語学部学部長
元　北京日本学研究センター
　　 主任

ゲン・アンセイ
厳　安生
                               （男）
Yan Ansheng
                               （77歳）

中華人民共和国

北京市

旭中
日本・ドイツ間の科学技
術協力の促進に寄与

元　ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌｧｰ研究機構
　　 ｼｽﾃﾑ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究所長
元　連邦教育研究省事務次官

フリーダー・マイヤー・クラーマー
                              （男）
Frieder Meyer-Krahmer
                              （65歳）

ドイツ

ベルリン市

旭中
日本・ニュージーランド
間の経済関係の強化に
寄与

現　ニュージーランド・
　　 インターナショナル・
　　 ビジネス・フォーラム会長
現　アンズコ・フーズ・リミテッド
　　 会長

グラァム・トーマス･ハリソン
                              （男）
Graeme Thomas Harrison
                              （66歳）

ニュージーランド

ミッド・カンタベリー
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・フィンランド間のス
ポーツ交流及び友好親
善の促進に寄与

現　国際ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会委員
元　国際オリンピック委員会
　　 アスリート委員会委員長
現　フィンランドオリンピック
　　 委員会理事
元　国際セーリング連盟長

ペーテル・タルベリ
                              （男）
Peter Tallberg
                              （77歳）

フィンランド

エスポー市

旭中
ブラジルにおける日本文
化の紹介・邦人援護及
び友好親善に寄与

現　在サルバドール日本国
　　 名誉総領事
元　ﾊﾞｲｰｱ伯日文化協会会長

オデシル・コスタ・オリヴェイラ
                              (男）
Odecil Costa Oliveira
                             (70歳）

ブラジル

バイーア州
サルバドール市

旭中
日本・フランス間の議員
交流及び相互理解の促
進に寄与

元　上院議員
元　上院仏日友好議員連盟
　　 副会長
元  セヴリエール市長

ピエール・エリッソン
                               （男）
Pierre Hérisson
                               （69歳）

フランス

ローヌ・アルプ州
オー・サヴォワ県

アヌシー市

旭中
日本・ニューカレドニア
間の交流促進及び友好
親善に寄与

現　在ヌメア日本国名誉領事
元　ニューカレドニア・日本
　　 親善協会会長

マリー・ジョゼ・タカムネ・ミシェル
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Marie José Takamouné Michel
　　　　　　　　　　　　　　　　(66歳)

フランス

仏領ニューカレドニア
ヌメア市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・フランス間の議員
交流及び相互理解の促
進に寄与

元　上院議員
元　上院仏日友好議員連盟
　　 副会長
現　ヴィクト・ポンフォル市長

アンブロワーズ・デュポン
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ambroise Dupont
　　　　　　　　　　　　　　　　(77歳)

フランス

カルヴァドス県
オト・アン・オージュ市

旭中
日本・フランス間の学術
交流の促進に寄与

元　国立社会科学高等研究院
　　 教授
元　同
　　 現代日本研究所所長

オギュスタン・ベルク
                                   （男）
Augustin Berque
                                  （72歳）

フランス

パレゾー市

旭中
ポーランドにおける日本
研究の発展及び学術交
流の促進に寄与

現　ワルシャワ大学東洋学部
　　 日本学科教授
元　同
　　 日本学科長
現　高島記念基金会長

エヴァ・パワシュ・ルトコフスカ
　　　　　　　　　　　　　　 （女）
Ewa Palasz Rutkowska
　　　　　　　　　　　　　　 （61歳）

ポーランド

ワルシャワ市

旭中
日本・ポルトガル間の交
流促進及び友好親善に
寄与

現　在ポルト日本国
　　 名誉総領事
現　トヨタ・カエターノ社
　　 代表取締役社長

ジョゼ・レイス・ダ・
                  シルヴァ・ラモス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
José Reis da Silva Ramos
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

ポルトガル

ヴィラ・ノヴァ・
デ・ガイア市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・リトアニア間の相
互理解及び経済技術交
流の促進に寄与

元　ﾋﾞｻｷﾞﾅｽ原子力発電会社
　　 社長
現　ﾘﾄｱﾆｱ日友好協会会長
現  ﾘﾄｱﾆｱ元日本留学生の会
　　 会長

リマンタス・ヴァイツクス
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Rimantas Vaitkus
          　　　　　　         （58歳）

リトアニア

ビリニュス市

旭中
日本・ロシア間の文化交
流及び相互理解の促進
に寄与

現　全ロシア国立外国文献
　　 図書館館長

エカテリーナ・
      ユーリエヴナ・ゲニエヴァ
                          　  　　（女）
Ekaterina Yurievna Genieva
　　　　　　　　　　　　　　　　 (69歳）

ロシア

モスクワ市

旭中
日本・ロシア間の音楽を
通じた交流及び相互理
解の促進に寄与

現　サンクトペテルブルク・
 　　フィルハーモニー交響楽団
　　 首席指揮者
現　同
　　 芸術監督

ユーリ・ハトゥエヴィチ・
                   テミルカーノフ
                               （男）

Yuri Khatuevich Temirkanov
                               （76歳）

ロシア

サンクト
ペテルブルク市

旭中

ロシアにおける日本語教
育の発展及び日本・ロシ
ア間の相互理解の促進
に寄与

現　モスクワ国立大学附属
 　　アジア・アフリカ諸国大学
　　 教授
現　同
 　　「中・高等学校における
　　 東洋語」研究室室長
現　ロシア・CIS日本語教師会
　　 会長

リュドミラ・チモフェーエヴナ・
                     ネチャーエヴァ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Lyudmila Timofeevna Nechaeva
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

ロシア

モスクワ市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・ロシア間の原子力
分野を通じた学術・技術
交流の促進に寄与

現　国営公社「ロスアトム」
　　 プロジェクト ・技術専門
　　 国立研究開発センター長
現　福島原発事故対応に
　　 関する日露原子力専門家
　　 会合露側コーディネーター

ラリオン・アレクサンドロヴィチ・
                             レベヂェフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Larion Aleksandrovich Lebedev
　　　　　　　　　　　　　　（58歳）

ロシア

モスクワ市

旭小

経済協力開発機構
(OECD)における日本経
済分析等を通じた対日
理解促進及び対日政策
形成に寄与

現　経済協力開発機構
　　 経済総局国別審査局
　　 国別審査第三課
　　 日本韓国デスク・ヘッド,
　　 シニアエコノミスト

ランダル・シドニー・ジョーンズ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Randall Sidney Jones
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

アメリカ合衆国

フランス
イヴリーヌ県

ｻﾝﾉﾝﾗﾌﾞﾙﾃｨｼｭ市

旭小

アメリカ合衆国における
日系人社会の地位向上
及び日本・アメリカ合衆
国間の相互理解の促
進・友好親善に寄与

元　日米文化会館理事長
現　アマチ戦時強制収容所
　　 歴史協会会長
元　全米日系博物館理事
現　ﾀｰﾐﾅﾙｱｲﾗﾝﾀﾞｰｽﾞ会長
元　日系朝鮮戦争
 　　退役軍人団会長

ミノル・トウナイ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Minoru Tonai
　　　　　　　　　　　　　　（86歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
ウッドランド・ヒルズ市

旭小
日本・アメリカ合衆国間
の交流促進及び友好親
善に寄与

元　在ミネアポリス日本国
　　 名誉総領事
元　ミネソタ日米協会会長

ミリヤ・P・ハンソン
　　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Mirja P. Hanson
　　　　　　　　　　　　　　　　　（59歳）

アメリカ合衆国

ミネソタ州
ミネアポリス市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
日本・オーストラリア間の
友好親善及び相互理解
の促進に寄与

元　西豪州豪日協会会長

パトリック・デービッド・ホワイト
                               （男）
Patrick David Whight
                               （54歳）

オーストラリア

西オーストラリア州
パース市

旭小
日本・シンガポール間の
陶芸を通じた交流及び
相互理解の促進に寄与

陶芸家
元　ﾃﾏｾｸ・ﾎﾟﾘﾃｸﾆｯｸ教師

イスカンダル・ジャリル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Iskandar Jalil
　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

シンガポール

ジャラン
ケンバンガン

旭小
スウェーデンにおける日
本文化の紹介・普及に
寄与

元　国立民族博物館館長

ウッラ・ヴァグネル
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Ulla Wagner
　　　　　　　　　　　　　　（79歳）

スウェーデン

ストックホルム市

旭小

日本・セルビア間の相互
理解の促進及び我が国
のサッカー界の発展に
寄与

元　Ｊﾘｰｸﾞ名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ監督
元　同　　　　　　　　　　　 選手
元　新ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ・ｻｯｶｰ協会
 　　会長
現　スポーツ観光マイスター
元　西バルカン平和定着・
　　 経済発展のための
　　 「平和親善大使」

ドラガン・ストイコビッチ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Dragan Stojkovic
　　　　　　　　　　　　　　（50歳）

セルビア

フランス
パリ特別市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小

空手を通じた日本文化
の紹介及び日本・タイ間
の経済関係の強化に寄
与

現　タイ・空手連盟会長
現　ブンロート・ブリュワリー
　　 副社長

チュティナン・ピロムパックディー
                                （男）
Chutinant Bhirombhakdi
                                 （58歳）

タイ

バンコク都
デュシット区

旭小
チェコにおける日本美
術・日本語教育・日本文
化の発展に寄与

元　カレル大学哲学部
　　 日本語学科講師
元　国立ﾅｰﾌﾟﾙｽﾃｸ美術館
 　　日本部門学芸員

アリツェ・クレメロヴァー
                             （女）
Alice Kraemerova
                             （64歳）

チェコ

プラハ10区

旭小
チェコにおける日本美
術・日本語教育・日本文
化の発展に寄与

元　ﾌﾟﾗﾊ国立美術館東洋美術
　　 部門学芸員
同
名誉部門長

ヘレナ・ホンコポヴァー
　　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Helena Honcoopova
　　　　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

チェコ

プラハ３区

旭小
日本・ドイツ間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

現　ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ独日協会会長
元　ﾊﾞｰﾃﾞﾝ・ｳﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ
　　 独日協会会長

フォルカー・ゲンプト
                                  （男）
Volker Gempt
                                  （73歳）

ドイツ

ヘッセン州
ケーニッヒシュタイン・

イム・タウヌス市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
日本・ドイツ間の司法分
野における交流及び相
互理解の促進に寄与

元　連邦司法・消費者保護省
　　 裁判所構成法等担当課長

ハラルド・ライヘンバッハ
                               （男）
Harald Reichenbach
                               （66歳）

ドイツ

ベルリン市

旭小
国連における日本の地
位向上及び日本・国連
間の関係強化に寄与

元　国連政務局ｱｼﾞｱ大洋州局
　　 上級政務官

アレクサンダー・イリチェフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Alexander Ilitchev
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

ロシア

モスクワ市

旭小
民俗学等における日台
学術交流の促進に寄与

元　中央研究院民族学研究所
　　 研究員

リュウ・シマン
劉　枝萬
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Liu Chih wan
　　　　　　　　　　　　　　（91歳）

―――――――

台湾
台北市

旭双
アメリカ合衆国における
日本美術の紹介・普及
に寄与

元　デンバー美術館
　　 アジア美術部長
元　コロラド日米協会理事

ロナルド・エツオ・オオツカ
                               （男）
Ronald Yetsuo Otsuka
                               （70歳）

アメリカ合衆国

コロラド州
デンバー市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双

アメリカ合衆国における
桜祭りを通じた文化交流
及び対日理解の促進に
寄与

元　ｼﾞｮｰｼﾞｱ州ﾒｰｺﾝ国際桜祭り
　　 会長兼最高経営責任者
　　 （創立者）

キャロリン・クレイトン
                                （女）
Carolyn Crayton
                                （83歳）

アメリカ合衆国

ジョージア州
メーコン市

旭双
アメリカ合衆国における
日本文化の普及及び対
日理解の促進に寄与

元　ハワイ日米協会専務理事
元　えひめ丸慰霊碑管理協会
　　 理事長
元　皇太子明仁親王奨学金
　　 財団専務理事

エドウィン・プレストン・
              ホーキンス・ジュニア
                                （男）
Edwin Preston Hawkins Jr.
                                （65歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市

旭双

アメリカ合衆国における
日系人社会の地位向上
及び日本・アメリカ合衆
国間の相互理解の促
進・友好親善に寄与

元　日系市民連盟
 　　ワシントン支部会長
元　全米日系米国人
　　 メモリアル基金会長

レイモンド・ショウジ・ムラカミ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Raymond Shoji Murakami
　　　　　　　　　　　　　　（87歳）

アメリカ合衆国

メリーランド州
ベセスダ市

旭双
インドにおける日本文化
の普及・紹介に寄与

現　ムンバイ印日協会会長
現　ムンバイ印日協会
　　 盆栽研究部長
現　世界盆栽友好連盟理事
現　国際盆栽クラブ第二副会長

ニクンジ・パレク
                             （男）
Nikunj Parekh
                             （74歳）

インド

マハーラーシュトラ州
ムンバイ市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
タイにおける邦人の保
健・医療面の向上及び
友好親善に寄与

現　バンコク病院日本人ｸﾘﾆｯｸ
　　 医長兼副医局長
現　エルダリーケア・アンド・
　　 ナーシングホーム所長

レヌー・ウボン
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Renu Ubol
　　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

タイ

バンコク都
ラクシー区

旭双
日本・タイ間の友好親善
及び対日理解の促進に
寄与

元　防衛大学校同窓会
　　 タイ支部会長

チョンチェン・ブラナシルピン
                                  （男）
Chongchetn Buranasilpin
                                  （79歳）

タイ

バンコク都
ラットパカオ

旭双
日本・大韓民国の友好
親善及び相互理解の促
進に寄与

ＬＳＨアジア奨学会名誉会長

イ・ソンデ
李　盛大
                             （男）
Lee Sung Dae
                             （76歳）

大韓民国

釜山広域市

旭双
日本・大韓民国間の経
済関係の強化及び相互
理解の促進に寄与

現　大韓商工会議所副会長
現　済州商工会議所会長

ヒョン・スンタク
玄　丞倬
                             （男）
Hyun Seung Tak
                             （68歳）

大韓民国

済州特別自治道
済州市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
日本・ニュージランド間
の友好親善及び相互理
解の促進に寄与

元　クライストチャーチ・倉敷
　　 姉妹都市委員会委員長
元　同 　　　　　　　　 副委員長
現　DBSｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ社代表

デイビッド・ボーラム・スミス
                               （男）
David Bolam-Smith
                               （71歳）

ニュージーランド

クライストチャーチ市

旭双

日本・ブラジル間におけ
る日系人社会の地位向
上及び相互理解の促進
並びに友好親善に寄与

元　プロント・クリニカ24時間
　　 緊急診療所院長
元　ｻﾝﾀ・ｼﾞｭﾘｱｰﾅ病院院長
元　サンタ・カーザ・貧民救済
　　 病院院長
元　アクレ日系協会会長

テツオ・カワダ
                               （男）
Tetsuo Kawada
                               （78歳）

ブラジル

アクレ州
リオブランコ市

旭双
日本・ブラジル間の友好
親善及び相互理解の促
進に寄与

元　ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱ日伯文化協会会長
元　ブラジル中西部日伯協会
　　 連合会会長

ハヤシ・シゲル
林　繁
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Shigeru Hayashi
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

ブラジル

ブラジリア連邦区

旭双

ブラジルにおける日本
人・日系人への社会福
祉の向上及び教育、労
働問題の解決に寄与

元　社会福祉法人救済会会長
現　教育文化連帯学会会長

ヨシオカ・レイメイ
吉岡　黎明
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Reimei Yoshioka
　　　　　　　　　　　　　　（78歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市
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在外外国人

平成２７年春の外国人叙勲

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双

ペルーにおける日系人
社会の地位向上及び日
本文化への理解の促進
に寄与

元　ペルー日系人協会会長
元　ﾗ・ｳﾆｵﾝ運動場協会会長

ルイス・ババ・ナカオ
                               （男）
Luis Baba Nakao
                               （66歳）

ペルー

リマ市

旭双
日本・マレーシア間の観
光産業分野の発展に寄
与

現　アップル旅行グループ
　　 会長

イー・ホエ・リー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ee Hoe Lee
　　　　　　　　　　　　　　（50歳）

マレーシア

クアラルンプール市
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