
平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

旭大
日本・アゼルバイジャン
間の関係強化及び相互
理解の促進に寄与

現　副首相
現　日本・アゼルバイジャン経済
 　　合同会議
　　 アゼルバイジャン側議長

アビド・シャリホフ
                          　　  （男）
Abid Sharifov
                          　　  （７６歳）

アゼルバイジャン

バクー県
バクー市

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　国務副長官
現　ブルッキングス研究所所長

ストローブ・タルボット
                          　　  （男）
Strobe Talbott
                          　　  （70歳）

アメリカ合衆国

ワシントンDC

旭大

日本・アメリカ合衆国間
の科学技術分野におけ
る関係強化及び沖縄科
学技術大学院大学学園
の設立と発展に寄与

現　（学）沖縄科学技術大学院
　　 大学学園理事
現　（特非）STSフォーラム
 　　評議員兼理事
マサチューセッツ工科大学
名誉特別教授
ﾉｰﾍﾞﾙ物理学賞受賞者(平成2年)

ジェローム・アイザック・フリードマン
                          　　  （男）
Jerome Isaac Friedman
                          　　  （８６歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
ボストン市

旭大
日本・アルジェリア間の
関係強化及び相互理解
の促進に寄与

元　外務大臣
元　エネルギー・鉱業大臣
現　エネルギー問題担当
 　　大統領顧問・大臣
元　国営炭化水素公社
　　 ソナトラック社総裁

ユセフ・ユースフィー
                          　　  （男）
Youcef Yousfi
                          　　  （７４歳）

アルジェリア

アルジェ県
アルジェ市

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭大
日本・イタリア間の文化・
経済交流及び相互理解
の促進に寄与

元　外務次官
元　首相府外交顧問
現　伊日財団会長
現　日伊ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾙｰﾌﾟ副会長
現　ヴェニス国際大学会長
元　イタリア貿易振興会総裁

ウンベルト・ヴァッターニ
                          　　  （男）
Umberto Vattani
                          　　  （７７歳）

イタリア

ローマ市

旭大
日本・スペイン間の関係
強化と友好親善に寄与

元　外務・協力大臣
元　ｽﾍﾟｲﾝ・日本友好議員連盟
　　 第一副会長

トリニダ・ヒメネス･
　　　　ガルシア・エレラ
                          　　  （女）
Trinidad Jiménez García-Herrera
                          　　  （５３歳）

スペイン

マドリード州
マドリード市

旭大
日本・ボツワナ間の関係
強化に寄与

現　副大統領
元　大統領府公共政策担当
　　 大臣
元　教育技能開発大臣

モクウィツィ・エリック・
　　　　　　　ケアベツェ・マシシ
                          　　  （男）
Mokgweetsi Eric Keabetse Masisi
                          　　  （５３歳）

ボツワナ

ハボロネ市

旭重
日本・アメリカ合衆国間
の科学技術分野におけ
る関係強化に寄与

元　原子力規制委員会委員長
現　日本国原子力規制委員会
　　 国際アドバイザー
現　（一財）電力中央研究所
 　　原子力ﾘｽｸ研究ｾﾝﾀｰ顧問

リチャード・アンドリュー・メザーブ
                          　　  （男）
Richard Andrew Meserve
                          　　  （７１歳）

アメリカ合衆国

ヴァージニア州
ﾌｫｰﾙｽﾞ･ﾁｬｰﾁ地区
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

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　米連邦議員経験者協会
　　 会長
元　経済協力開発機構
　　 米国政府代表部大使
元　連邦下院議員

コンスタンス・
　　　　アルバニーズ・モレラ
                          　　  （女）
Constance Albanese Morella
                          　　  （８５歳）

アメリカ合衆国

メリーランド州
ベセスダ市

旭重
日本・イタリア間の音楽
を通じた交流及び相互
理解の促進に寄与

指揮者

リッカルド・ムーティ
                          　　  （男）
Riccardo Muti
                          　　  （７４歳）

イタリア

エミリア・ロマーニャ州
ラヴェンナ市

旭重
日本・イラク間の経済関
係の発展及び相互理解
の促進に寄与

元　石油大臣
元　首相顧問会議議長
現　エネルギー問題担当
 　　首相顧問

サーミル・アッバース・
　　ガドバーン・アル・ガドバーン
                          　　  （男）
Thamir Abbas
    Ghadhban Al-Ghadhban
                          　　  （７１歳）

イラク

バグダッド県
バグダッド市

旭重
日本・インド間の関係強
化及び相互理解の促進
に寄与

元　財務省歳出担当次官
元　財務省歳入担当次官
元　計画委員会委員
元　連邦上院議員
現　（一社）国際高速鉄道協会
　　 上席顧問委員会委員

ナンド・キショール・シン
                          　　  （男）
Nand Kishore Singh
                          　　  （７５歳）

インド

ビハール州
パトナ市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭重

日本・インドネシア間の
教育・学術交流の推進
及び相互理解の促進に
寄与

元　スラバヤ工科大学学長
元　国家教育大臣
元　教育文化大臣

モハンマド・ヌー
                          　　  （男）
Mohammad Nuh
                          　　  （５６歳）

インドネシア

東ジャワ州
スラバヤ市

旭重
日本・ウクライナ間の友
好親善及び相互理解の
促進に寄与

元　駐日ウクライナ大使
元　外務次官
元　第一外務次官代行

ユーリー・コステンコ
                          　　  （男）
Yurii KOSTENKO
                          　　  （７０歳）

ウクライナ

キエフ市

旭重
日本・英国間の相互理
解の促進及び関係強化
に寄与

元　日英２１世紀委員会
　　 英国側座長
元　ランカスター公領大臣
 　　兼内閣府大臣
元　下院議員
現　上院議員

ジャック・カニンガム
                          　　  （男）
Jack Cunningham
                          　　  （７６歳）

英国

ノーサンバーランド州
ストックスフィールド

旭重
日本・カナダ間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　駐日カナダ大使
元　外務国際貿易省
　　 外務次官
元　同　国際貿易次官

レオナード・
　　　　ジョン・エドワーズ
                          　　  （男）
Leonard John Edwards
                          　　  （６９歳）

カナダ

オンタリオ州
ネピアン市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭重
日本・シンガポール間の
友好親善及び相互理解
の促進に寄与

元　駐日シンガポール大使
元　東日本大震災対日支援
　　 担当特命大使

チュー・タイスー
                          　　  （男）
Chew Tai Soo
                          　　  （７５歳）

シンガポール

シンガポール

旭重
日本・スウェーデン間の
科学技術交流及び相互
理解の促進に寄与

元　スウェーデン王立科学
　　 アカデミー会長
元　ストックホルム大学教授

バーバラ・キャノン
                          　　  （女）
Barbara Cannon
                          　　  （６９歳）

スウェーデン/英国

スウェーデン
ストックホルム市

旭重
日本・スペイン間の学術
交流及び相互理解の促
進に寄与

現　サラマンカ大学学長

ダニエル・
　　　　エルナンデス・ルイペレス
                          　　  （男）
Daniel Hernández Ruipérez
                          　　  （６２歳）

スペイン

ｶｽﾃｨｰｼﾞｬ･ｲ･ﾚｵﾝ州
サラマンカ市

旭重
日本・タイ間の友好親善
及び防衛交流の促進に
寄与

元　海軍参謀長
　　 （海軍大将）
元　防衛大学校同窓会
　　 タイ支部長

タナラット・ウボン
                          　　  （男）
Thanarat Ubol
                          　　  （６１歳）

タイ

バンコク都
ラックシー区
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭重

日本・タイ間の友好親
善、相互理解の促進及
び経済関係の強化に寄
与

元　労働次官
元　労働省技能開発局長
元　（独）国際協力機構
　　 帰国研修員同窓会会長

ナコン・シラパアチャ
                          　　  （男）
Nakorn Silpa Archa
                          　　   （６１歳）

タイ

ノンタブリ県
スナンビンナム

旭重
日本・チュニジア間の友
好親善及び相互理解の
促進に寄与

元　駐日チュニジア大使
現　チュニジア日本友好協会
　　 会長

サラ・ハンナシ
                          　　  （男）
Salah Hannachi
                          　　  （７１歳）

チュニジア

ベン・アルース県
メグリン市

旭重
日本・ドイツ間の関係強
化及び友好親善に寄与

元　外務次官
現　ミュンヘン安全保障会議
　　 議長
現　国際的核兵器廃絶運動
　　「グローバル・ゼロ」委員

ヴォルフガング・イッシンガー
                          　　  （男）
Wolfgang Ischinger
                          　　  （７０歳）

ドイツ

ベルリン州
ベルリン

旭重
日本・トルコ間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　駐日トルコ大使
現　土日基金評議委員

ネジャティ・ウトゥカン
                          　　  （男）
Necati Utkan
                          　　  （７３歳）

トルコ

アンカラ県
アンカラ市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭重
日本・トルコ間の経済関
係の強化及び友好親善
の促進に寄与

元　トルコ実業家起業家協会
　　 会長
元　トルコ海外経済評議会
　　 トルコ日本経済委員会委員長
　　 （日土合同経済委員会
　　 　トルコ側委員長）
現　アナドルグループ会長

トゥンジャイ・オズィルハン
                          　　  （男）
Tuncay Ozilhan
                          　　  （６８歳）

トルコ

イスタンブール県
イスタンブール市

旭重
日本・フランス間の科学
技術及び産業分野にお
ける関係強化に寄与

元　原子力庁長官
ヴァレオ名誉会長
現　（特非）STSﾌｫｰﾗﾑ評議員

パスカル・コロンバニ
                          　　  （男）
Pascal Colombani
                          　　  （７０歳）

フランス

イル・ド・フランス州
パリ市

旭重

我が国の音楽文化の発
展及び日本・ロシア間の
文化交流・相互理解の
促進に寄与

現　チャイコフスキー記念
　　 国立モスクワ音楽院学長
元　文化・マスコミ大臣

アレクサンドル・
　　　セルゲーヴィチ・ソコロフ
                          　　  （男）
Alexander Sergeevich SOKOLOV
                          　　  （６６歳）

ロシア

モスクワ市

旭中
アメリカ合衆国における
日本研究の発展及び相
互理解の促進に寄与

現　ハワイ大学教授
現　日本ゴールデンネットワーク
　　 合資会社会長

デニス・マサアキ・オガワ
                          　　  （男）
Dennis Masaaki Ogawa
                          　　  （７２歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭中
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　日米国会議員会議
 　　共同事務局長
現　ジョージワシントン大学
 　　教授

ヘンリー・Ｒ・ナウ
                          　　  （男）
Henry R. Nau
                          　　  （７４歳）

アメリカ合衆国

ワシントンDC

旭中
日本・アラブ首長国連邦
間の経済関係の強化に
寄与

元　アブダビ・エネルギー庁
 　　長官
元　アブダビ経済開発庁長官

ナーセル・アフマド・
  ハリーファ・アル・スウェイディ
                          　　  （男）
Nasser Ahmed
             Khalifa Al Sowaidi
                          　　  （55歳）

アラブ首長国連邦

アブダビ首長国
アブダビ市

旭中
日本・アルゼンチン間の
交流促進及び友好親善
に寄与

元　在コルドバ日本国
 　　名誉総領事

ノルベルト・アントニオ・ベルタイナ
                          　　  （男）
Norberto Antonio Bertaina
                          　　  （７８歳）

アルゼンチン

コルドバ州
コルドバ市

旭中

日本・インドネシア間の
日本語教育・日本研究
分野における関係強化
に寄与

元　インドネシア日本研究学会
 　　会長
現　インドネシア大学文学部
 　　日本学科長
元　ダルマ・プルサダ大学
 　　副文学部長
元　ビナ・ヌサンタラ大学
 　　文学部日本語学科長

イ・クトゥット・スラジャヤ
                          　　  （男）
I Ketut Surajaya
                          　　  （６６歳）

インドネシア

西ジャワ州
デポック市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭中
英国における日本社会
の紹介及び対日理解の
促進に寄与

元　エコノミスト誌編集長
現　日英２１世紀委員会
　　 メンバー

ウィリアム・ジョン・エモット
William John Emmott

　（ペンネーム）
　ビル・エモット
　Bill Emmott
                          　　  （男）
                          　　  （５９歳）

英国

サマーセット州
ダルバートン町

旭中
日本・オーストラリア間の
交流促進及び友好親善
に寄与

現　在アデレード日本国
 　　名誉総領事
元　豪日交流基金副理事長

アダム・ウィン
                          　　  （男）
Adam Wynn
                          　　  （５８歳）

オーストラリア

南オーストラリア州
セント・ピーターズ市

旭中

オーストラリアにおける日
本研究の発展及び日本
語教育の普及並びに相
互理解の促進に寄与

シドニー大学名誉教授
元　シドニー大学
 　　言語文化学部教授
元　シドニー大学言語文化
 　　学部アジア研究学科長

ヒュー・デニス・ブレイク・クラーク
                          　　  （男）
Hugh Denis Blake Clarke
                          　　  （７２歳）

オーストラリア

ニュー・サウス・
ウェールズ州

シーフォース市

旭中
日本・オランダ間の経済
関係の強化及び相互理
解の促進に寄与

元　アムステルフェーン市長
現　ユトレヒト市長
現　オランダ市長連盟議長

ヤン・ヘンドリクス・
　　　コーネリス・ファン・ザーネン
                          　　  （男）
Jan Hendrikus Cornelis van Zanen
                          　　  （５４歳）

オランダ

ユトレヒト州
ユトレヒト市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭中
日本・カナダ間の交流促
進及び友好親善に寄与

現　在セント・ジョンズ日本国
 　　名誉総領事

ヴィクター・レイランド・ヤング
                          　　  （男）
Victor Leyland Young
                          　　  （７０歳）

カナダ

ニューファンドランド・
ラブラドール州

セント・ジョンズ市

旭中
スペインにおける国際安
全保障分野に関する対
日理解の促進に寄与

マドリード・コンプルテンセ大学
名誉教授
現　ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ・ｺﾝﾌﾟﾙﾃﾝｾ大学
     安全保障・国際協力研究
 　　チーム代表

アントニオ・マルキナ・バリオ
                          　　  （男）
Antonio Marquina Barrio
                          　　  （７０歳）

スペイン

マドリード州
マドリード市

旭中
日本・ドイツ間の経済関
係の強化及び相互理解
の促進に寄与

現　ドイツ連邦銀行理事

アンドレアス・ドンブレット
                          　　  （男）
Andreas Dombret
                          　　  （５６歳）

ドイツ

ヘッセン州
バート・ホンブルク市

旭中
日本・ドイツ間の経済交
流及び相互理解の促進
に寄与

元　トルンプ社
 　　代表取締役社長
元　ドイツ機械工業連盟会長
現　ベルトルト・ライビンガー
 　　財団理事長

ベルトルト・ライビンガー
                          　　  （男）
Berthold Leibinger
                          　　  （８５歳）

ドイツ

バーデン=
ヴュルテンベルク州
ディッツィンゲン市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭中
日本・パラグアイ間の友
好親善及び相互理解の
促進に寄与

現　パラグアイ日本協会会長
元　教育文化副大臣
現　私立ニホンガッコウ副学長

エルメリンダ・アルバレンガ・
　　　　　　　　　　　デ・オルテガ
                          　　  （女）
Hermelinda Alvarenga de Ortega
                          　　  （５９歳）

パラグアイ

セントラル県
フェルナンド・デ・

ラ・モラ市

旭中

日本・パラグアイ間の議
員交流及び学校教育を
通じた相互理解の促進
に寄与

元　下院パラグアイ日本
　　 友好議員連盟会長
現　私立ニホンガッコウ学長
元　下院議員

ディオニシオ・オルテガ
                          　　  （男）
Dionisio Ortega
                          　　  （６３歳）

パラグアイ

セントラル県
フェルナンド・デ・

ラ・モラ市

旭中
日本・リヒテンシュタイン
間の交流促進及び友好
親善に寄与

現　日本リヒテンシュタイン協会
　　 顧問

ハインリッヒ・アウヴェルター
                          　　  （男）
Heinrich Auwärter
                          　　  （７２歳）

リヒテンシュタイン

バルツァース市

旭中
日本・ロシア間の学術交
流の促進に寄与

国立科学センター
クルチャトフ研究所名誉総裁

エヴゲーニー・
　　　パーヴロヴィチ・ヴェリホフ
                          　　  （男）
Evgeny Pavlovich Velikhov
                          　　  （８１歳）

ロシア

モスクワ市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭中
我が国の音楽文化の発
展及び友好親善に寄与

現　チャイコフスキー記念
　　 国立モスクワ音楽院
　　 国際協力部長
元　同　国際関係担当副学長
現　同　教授

ウラジーミル・
　　ウラジーミロヴィチ・スハノフ
                          　　  （男）
Vladimir Vladimirovich Sukhanov
                          　　  （７９歳）

ロシア

モスクワ市

旭中
日本・ロシア間の学術交
流の促進に寄与

元　ロシア国立歴史文書館
　　 館長
元　サンクトペテルブルク国立
　　 大学歴史研究所
　　 古文書学科長
現　同　博物館学科教授

アレクサンドル・
　　ロスチスラヴォヴィチ・ソコロフ
                          　　  （男）
Aleksandr Rostislavovich Sokolov
                          　　  （６６歳）

ロシア

サンクトペテルブルク市

旭小
アメリカ合衆国における
日系人の地位向上及び
相互理解の促進に寄与

元　リトル東京サービスセンター
 　　理事長
元　カリフォルニア州日系
 　　コミュニティリーダー
 　　カウンシル理事長

アラン・タケシ・ニシオ
                          　　  （男）
Alan Takeshi Nishio
                          　　  （７０歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
ガーデナ市

旭小

アメリカ合衆国における
日本庭園を通じた日本
文化の紹介及び対日理
解の促進に寄与

現　ハンティントンライブラリー
 　　植物園園長

ジェームズ・P・フォールサム
                          　　  （男）
James P. Folsom
                          　　  （６５歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
サン・マリノ市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭小
我が国の音楽文化の発
展及び日本・ベルギー
間の友好親善に寄与

歌手

サルヴァトール・アダモ
                          　　  （男）
Salvatore Adamo
                          　　  （７２歳）

イタリア/ベルギー

ベルギー
ブリュッセル市

旭小
エジプトにおける邦人の
福利厚生の向上に寄与

現　アングロ・アメリカン病院
　　 名誉院長
　　 兼理事会副理事長
　　 兼理事長代行
　 　兼外科部長

ナデル・ハリーム・
　　　　　　　カルダス・グレース
                          　　  （男）
Nader Halim Kaldas  Grace
                          　　  （６３歳）

エジプト

カイロ県
カイロ市

旭小
日本・オランダ間の経済
関係の強化及び相互理
解の促進に寄与

現　蘭日貿易連盟事務局長
現　非営利法人ネザーランド・
　　 ヘルプ・ジャパン副会長
現　グローバル・ブリッジズ社
　　 社長

ラッドバウト・L・J・マリア・モライン
                          　　  （男）
Radboud L.J.Maria Molijn
                          　　  （６４歳）

オランダ

北ホランド州
ブッサム市

旭小

カナダにおける日本語
教育及び日本研究の発
展・相互理解の促進に
寄与

現　カルガリー大学
　　 言語学・語学・文化学
　　 学科教授
元　同　ドイツ・ロシア・東アジア
　　 研究学科長

ヤン・ショオジェ
楊　暁捷
                          　　  （男）
Yang X. Jie
                          　　  （５６歳）

カナダ

アルバータ州
カルガリー市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭小
スペインにおける対日理
解の促進に寄与

元　ＥＦＥ通信社日本支局長
現　同　副編集長（夜間担当）

カルロス・ドミンゲス・ビゲラ
                          　　  （男）
Carlos Domínguez Viguera
                          　　  （５９歳）

スペイン

マドリード州
マドリード市

旭小
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　釜山・福岡フォーラム
 　　釜山側代表
元　釜山銀行頭取
現　BNK金融グループ顧問

イ・ジャンホ
李　棖鎬
                          　　  （男）
Jang-ho Lee
                          　　  （６９歳）

大韓民国

釜山広域市

旭小
日本・バングラデシュ間
の経済関係の強化に寄
与

元　投資庁海外投資促進課長
元　在バングラデシュ日本国
　　 大使館
　　 経済･経済協力ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

Ｍ・ジャラルル・ハイ
                          　　  （男）
M. Jalalul Hai
                          　　  （６１歳）

バングラデシュ

ダッカ市

旭小
日本・フィンランド間の音
楽を通じた交流及び相
互理解の促進に寄与

チェロ奏者
現　カウニアイネン音楽祭
　　 芸術監督
元　クフモ室内楽音楽祭
 　　創立者兼芸術監督
元　北九州国際音楽祭
 　　実行委員会副会長，
     ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｱﾄﾞｳﾞｧｲｻﾞｰ，
 　　音楽監督

セッポ・キマネン
                          　　  （男）
Seppo Kimanen
                          　　  （６７歳）

フィンランド

ヘルシンキ市

－14－



平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭小

日本・フランス間の料理
分野を通じた交流の促
進及び日本食文化の普
及に寄与

料理人
レストラン「ポール・ボキューズ」
オーナーシェフ

ポール・ボキューズ
                          　　  （男）
Paul Bocuse
                          　　  （９０歳）

フランス

ローヌ県
コロンジェ・オウ・
モン・ドール村

旭小
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　チャイコフスキー記念
　　 国立モスクワ音楽院
　　 音楽理論学部准教授
現　邦楽アンサンブル
　　 「和音」リーダー

マルガリータ・
　　イヴァーノヴナ・カラティギナ
                          　　  （女）
Margarita Ivanovna Karatygina
                          　　  （６０歳）

ロシア

モスクワ市

旭小
日本・ロシア間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　サハリン日本協会会長

ニコライ・ミハイロヴィチ・ゾートフ
                          　　  （男）
Nikolai Mikhailovich Zotov
                          　　  （７６歳）

ロシア

カリーニングラード州
カリーニングラード市

旭双

アメリカ合衆国における
日系人社会の地位向上
及び相互理解の促進に
寄与

元　日系米国人市民連盟
　　 ｿﾙﾄﾚｲｸ・ｼﾃｨ支部長
元　同　山間部地区代表

ジャネット・M・ミサカ
                          　　  （女）
Jeanette M. Misaka
                          　　  （８５歳）

アメリカ合衆国

ユタ州
ソルトレイク市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭双
日本・アルゼンチン間の
文化交流及び相互理解
の促進に寄与

文筆家
現　国際ﾎﾞﾙﾍｽ財団理事長

マリア・コダマ
                          　　  （女）
María Kodama
                          　　  （７９歳）

アルゼンチン

ブエノス・アイレス市

旭双
日本・英国間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　五年会コーディネーター

メアリー・グレース・ブラウニング
                          　　  （女）
Mary Grace Browning
                          　　  （７１歳）

英国

サフォーク州
　ﾍﾞﾘｰｾﾝﾄｴﾄﾞﾏﾝｽﾞ市

旭双
日本・英国間の交流促
進及び相互理解の促進
に寄与

現　日本協会事務局長
元　ジャパン21事務局長

ハイディ・キャロライン・ポッター
                          　　  （女）
Heidi Caroline Potter
                          　　  （５５歳）

英国

サリー州
サットン

旭双
日本・オーストリア間の経
済関係強化に寄与

現　トヨタ・フライ・オーストリア
　　 有限会社社長
現　墺日協会会員

フリードリッヒ・フライ
                          　　  （男）
Friedrich Frey
                          　　  （８０歳）

オーストリア

ウィーン市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭双

オランダにおけるいけば
なを通じた日本文化の
紹介及び対日理解の促
進に寄与

現　オランダいけばな協会会長
元　いけばなインターナショナル
　　 215支部長

コーネリア・ヴェレナ・
  ファン・デル・メール・フィッシャー
                          　　  （女）
Cornelia Verena
　　　 Van Der Meer - Fischer
                          　　  （７８歳）

オランダ／スイス

オランダ
オーベルエイセル州

オルスト市

旭双
日系人社会の発展及び
友好親善の促進に寄与

元　ナショナル日系ヘリテージ
　　 センター協会理事長
現　日系プレース基金理事長
現　ブリティッシュ・コロンビア
　　 日加協会理事

ロバート・タダシ・バンノ
                          　　  （男）
Robert Tadashi Banno
                          　　  （７３歳）

カナダ

ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｺﾛﾝﾋﾞｱ州
バンクーバー市

旭双
日本・スイス間の地域交
流の促進及び友好親善
に寄与

元　ジュネーブ市長官房長
元　ジュネーブ品川友好協会
　　 理事
元　「日本文化の秋」
　　 執行委員長

ジャン・エアハルト
                          　　  （男）
Jean Erhardt
                          　　  （６８歳）

スイス

ジュネーブ州
カルージュ市

旭双
スリランカにおける日本
文化の普及及び対日理
解の促進に寄与

元　日本ｽﾘﾗﾝｶ技術文化協会
　　 会長
同　名誉副顧問

ギルバート・クラティラカ
                          　　  （男）
Gilbert Kulatilake
                          　　  （７５歳）

スリランカ

西部州
マハラガマ市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭双
日本・ドイツ間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　フランクフルト独日協会
　　 理事

クラウス・ペーター・カスパー
                          　　  （男）
Klaus Peter Kasper
                          　　  （７６歳）

ドイツ

ヘッセン州
ニッダーアウ市

旭双
日本・ドイツ間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

現　パッサウ独日協会会長

ズィビレ・ラウシャー
                          　　  （女）
Sibylle Rauscher
                          　　  （７４歳）

ドイツ

バイエルン州
パッサウ市

旭双
日本・ニュージーランド
間の友好親善及び相互
理解の促進に寄与

現　オークランド・ニュージーランド
　　 日本協会会長

スティーブン・ダックスフィールド
                          　　  （男）
Stephen Duxfield
                          　　  （５８歳）

ニュージーランド

オークランド市

旭双
日本・ハンガリー間の演
劇を通じた交流及び相
互理解の促進に寄与

劇団プレイヤーズ・スタジオ・
デブレツェン代表
元　ﾃﾞﾌﾞﾚﾂｪﾝ市ﾁｮｺﾅｲ劇場
　　 首席演出家

ピンツェーシュ・イシュトヴァーン
                          　　  （男）
Pinczés István
                          　　  （６３歳）

ハンガリー

ハイドゥビハル県
デブレツェン市
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平成２８年春の外国人叙勲

在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭双

日系人社会の地位向上
及びブラジルにおける文
化交流、友好親善に寄
与

元　ノロエステ連合日伯文化
　　 協会副会長
元　バウルー日伯文化協会
　　 会長
元　バウルー市議会議員

フウタロウ・サトウ
佐藤　風太郎
                          　　  （男）
Futaro Sato
                          　　  （７８歳）

ブラジル

サンパウロ州
バウルー市

旭双

ブラジルにおける日系人
社会の地位向上及び相
互理解の促進、友好親
善に寄与

元　クリチーバ日伯文化援護
　　 協会会長
元　クリチバ市議会議員

ジョルジ・ヤマワキ
山脇　ジョルジ
                          　　  （男）
Jorge Yamawaki
                          　　  （７４歳）

ブラジル

パラナ州
クリチバ市

旭双

ペルーにおける日系人
社会の地位向上及び相
互理解の促進、友好親
善に寄与

元　ペルー日系人協会会長
現　日秘商工会議所理事
元　ペルー山口県人協会会長

ルイス・アルフォンソ・
　　　　　　　ウエムラ・ヨシモト
                          　　  （男）
Luis Alfonso Huemura Yoshimoto
                          　　  （５３歳）

ペルー

リマ市

旭双
ベルギーにおける合気
道の普及及び友好親善
に寄与

合気道家
元　ベルギー合気会会長
元　国際合気道連盟
　　 ベルギー代表

ダニエル・ルクレール
                          　　  （男）
Daniel  LECLERRE
                          　　  （６５歳）

ベルギー

リエージュ州
エルスタル市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな

性別・年齢
氏　　名

現住所

旭双
日本・マレーシア間の相
互理解及び経済関係の
強化に寄与

元　ペラ馬日友好協会会長
ペラ馬日友好協会名誉顧問
元　ﾍﾟﾗ・ﾁｰﾑﾜｰｸ株式会社
　　 ジェネラルマネージャー
　　 兼取締役

ヒュー・チョイ・コン
丘　才幹
                          　　  （男）
Hew Choy Khoun
                          　　  （７１歳）

マレーシア

ペラ州
イポー市

旭単
日本・ブラジル間の経済
関係の強化に寄与

元　ブラジル戸田建設株式会社
　　 取締役
元　ブラジル北海道協会理事

タダノブ・サクマ
                          　　  （男）
Tadanobu Sakuma
                          　　  （７１歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市
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