
在外外国人

桐花
日本・マレーシア間の関
係強化及び友好親善に
寄与

元　第４代首相
現　第７代首相

（旭一）

マハティール・ビン・モハマッド
（男）

Mahathir bin Mohamad
（93歳）

マレーシア

プトラジャヤ
連邦直轄領

旭大
日本・アメリカ合衆国間
の防衛分野における関
係強化に寄与

元　国防長官

ウィリアム・S・コーエン
（男）

William S. Cohen
（78 歳）

アメリカ合衆国

メリーランド州
シェビーチェイス市

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　副大統領
元　国防長官

リチャード・B・チェイニー
（男）

Richard B. Cheney
（77歳）

アメリカ合衆国

ワイオミング州
ウィルソン市

旭大

児童福祉分野における
日本の国際貢献の向上
及び日本・アメリカ合衆
国間の関係強化に寄与

元　国連児童基金（UNICEF）
　　 事務局長
元　国家安全保障担当大統領

　補佐官

アンソニー・レーク
（男）

Anthony Lake
（79歳）

アメリカ合衆国

ワシントンD.C.

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

－1－

平成30年秋の外国人叙勲



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭大
日本・アルジェリア間の
関係強化及び友好親善
に寄与

元　副首相
元　内務・地方自治大臣
元　駐日アルジェリア大使

ヌレディヌ・ヤズィド・ゼルーニ
（男）

Noureddine Yazid Zerhouni
（81歳）

アルジェリア

アルジェ県
ヒドラ市

旭大
日本・英国間の関係強
化及び友好親善に寄与

元　駐日英国大使
現　日本協会理事長

デイヴィッド・アレクサンダー・
ウォーレン

（男）
David Alexander Warren

（66歳）

英国

サリー州
ニューモールデン町

旭大
日本・タジキスタン間の
関係強化及び友好親善
に寄与

元　外務大臣

タルバク・ナザロフ
（男）

Talbak Nazarov
（80歳）

タジキスタン

ドゥシャンベ市

旭大
保健分野における日本
の国際貢献の向上に寄
与

元　国連エイズ合同計画
 （UNAIDS）事務局長

 　　/国連事務次長
現　ロンドン大学衛生熱帯医学

 大学院学長
現　公益社団法人グローバル

ヘルス技術振興基金
（GHIT Fund）副会長

ピーター・ピオット
（男）

Peter Piot
（69歳）

ベルギー

英国
ロンドン市
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賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭大
日本の観光政策の発展
に寄与

元　国連世界観光機関
　　 （UNWTO）事務局長

タレブ・リファイ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Taleb Rifai
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

ヨルダン

アンマン市

旭重

国際保健分野における
日本の貢献及び同分野
における日本の官民協
力関係強化に寄与

元　ビル＆メリンダ・ゲイツ財団
 　　グローバルヘルス部門総裁
元　武田薬品工業株式会社
　　 チーフメディカル
　　 サイエンティックオフィサー
元　ミシガン大学医学部内科学
　　 教授

タダタカ・ヤマダ
山田　忠孝
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tadataka Yamada
　　　　　　　　　　　　　　（73歳）

アメリカ合衆国

ワシントン州
シアトル市

旭重
日本・アメリカ合衆国間
の関係強化及び友好親
善に寄与

現　米日コーカス共同議長
現　連邦下院議員

デイビッド・ライカート
　　　　　　　　　　　　　　（男）
David Reichert
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

アメリカ合衆国

ワシントンD.C.

旭重

日本・アラブ首長国連邦
間の女性の社会参画を
はじめとする関係強化及
び人物交流の促進に寄
与

現　国務大臣

マイサ・サーレム・アルシャムシー
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Maitha Salem AlShamsi
　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

アラブ首長国連邦

アブダビ首長国
アブダビ市
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（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本・イスラエル間の関
係強化及び友好親善に
寄与

元　駐日イスラエル大使

エリ・エリヤフ＝コーヘン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Eli Eliyahu Cohen
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

イスラエル

マーレ・アドミーム

旭重
日本・インド間の経済関
係強化及び日本企業の
インド進出促進に寄与

元　インド商工会議所連盟
 　　（FICCI）会長
現　インド商工会議所連盟
　　 （FICCI）印日経済委員会
 　　委員長
現　アポロ・タイヤ社会長

オンカール・シン・カンワール
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Onkar Singh Kanwar
　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

インド

ハリヤナ州
グルガオン市

旭重 日本・インドネシア間の
相互理解の促進に寄与

元　宗教・文明間対話のための
　　 大統領特使
現　文明間対話・協力センター
　　 （CDCC）代表

モハマッド・シラジュディン・
シャムスディン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mohammad Sirajuddin
Syamsuddin
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

インドネシア

ジャカルタ首都特別州
南ジャカルタ市

旭重
日本・英国間の研究交
流及び科学技術協力の
促進に寄与

ノーベル生理学・医学賞受賞者
（平成13年）
元　王立協会会長
現　フランシス・クリック研究所
　　 所長

ポール・ナース
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Paul Nurse
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

英国

ロンドン市
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賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本・エチオピア間の経
済関係強化に寄与

現　首相府経済計画・評価・
　　 支援部門長官

　

アルケベ・オクバイ・メティク
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Arkebe Oqubay Metiku
　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

エチオピア

アディスアベバ市

旭重
日本・オーストラリア間の
防衛関係強化に寄与

元　国防軍司令官

マーク・Ｄ・ビンスキン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mark D. Binskin
　　　　　　　　　　　　　　（58歳）

オーストラリア

ニューサウス
ウェールズ州

ジェラボンベラ市

旭重
日本・スウェーデン間の
経済関係強化及び友好
親善に寄与

現　インヴェスター社会長
現　日本・スウェーデン
　　 外交関係樹立150周年
 　　諮問委員会委員長

ヤコブ・ヴァレンベリ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jacob Wallenberg
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

スウェーデン

ストックホルム県
ストックホルム市

旭重

2020年東京オリンピック
競技大会における空手
競技採用及び空手の世
界的普及に寄与

現　世界空手連盟会長

アントニオ・エスピノス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Antonio Espinós
　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

スペイン

マドリード州
マドリード市
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賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重

ドイツにおける日本の学
術的地位向上及び日
本・ドイツ間の学術交流
の促進に寄与

元  アレクサンダー・フォン・
 　　フンボルト財団会長

ヘルムート・シュヴァルツ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Helmut Schwarz
　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

ドイツ

ベルリン市

旭重
日本・パラオ間の関係強
化及び友好親善に寄与

元　駐日パラオ大使

ミノル・フランシスコ・
ザビエル・ウエキ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Minoru Francisco
Xavier Ueki
　　　　　　　　　　　　　　（87歳）

パラオ

コロール市

旭重

日本・ペルー間の地上
デジタル放送及び情報
通信技術分野における
協力の推進に寄与

元　運輸通信省通信副大臣

カルロス・ラファエル・バルデス・
ベラスケス・ロペス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Carlos Rafael Valdez
Velásquez López
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

ペルー

リマ市

旭重
日本・ポーランド間の議
員間交流及び相互理解
の促進に寄与

現　上院ポーランド・日本
 　　友好議員連盟会長
現　上院副議長
元　科学・高等教育大臣

ミハウ・セヴェリンスキ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Michał Seweryński
　　　　　　　　　　　　　　（79歳）

ポーランド

ウッチ市
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賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
水産分野を通じた日本・
モーリタニア間の関係強
化及び友好親善に寄与

元　駐日モーリタニア大使

ヤヒヤ・ンガム
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Yahya Ngam
　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

モーリタニア

ヌアクショット西州

旭重
日本・モロッコ間の水産
分野における協力関係
強化及び友好親善に寄
与

元　駐日モロッコ大使
元　海洋漁業・海運省
　　 国際関係・研修・法務局長

モハメッド・タンジ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mohamed Tangi
　　　　　　　　　　　　　　（72歳）

モロッコ

ラバト市

旭重
日本・台湾間の経済関
係強化及び相互理解の
促進に寄与

現　金宝電子工業株式会社
 　　会長
元　台湾全土工業総会理事長
現　三三企業交流会会長

キョ・ショウユウ
許　勝雄
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hsu Sheng‐Hsiung
　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

―――――――

台北市

旭中
アメリカ合衆国における
日本研究の発展及び対
日理解の促進に寄与

ミシガン大学政治学科名誉教授
元　ミシガン大学日本研究
 　　センター所長
元　ミシガン大学政治学科教授

ジョン・クレイトン・キャンベル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
John Creighton Campbell
　　　　　　　　　　　　　　（77歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
オークランド市
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（勲等・勲章）（褒章）
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
の学術交流及び相互理
解の促進に寄与

元　アラスカ大学
　　 アンカレジ校学長

トーマス・R・ケース
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Thomas R. Case
　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

アメリカ合衆国

アラスカ州
アンカレジ市

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　在バッファロー日本国
　　 名誉総領事
現　バッファロー日本語補習校
 　　理事長

ポール・ジョセフ・ケスラー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Paul Joseph Koessler
　　　　　　　　　　　　　　（55歳）

アメリカ合衆国

ニューヨーク州
バッファロー市

旭中
日本・アメリカ合衆国間
の防衛関係強化に寄与

元　在日米軍副司令官

チャールズ・G・シュローティ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Charles G. Chiarotti
　　　　　　　　　　　　　　（55歳）

アメリカ合衆国

ワシントンD.C.

旭中
日本・アメリカ合衆国間
のサイバー分野におけ
る協力の推進に寄与

元　国務省サイバー問題調整官
現　サイバー空間の安定に
　　 関する国際委員会委員

クリストファー・M・E・ペインター
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Christopher M.E. Painter
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

アメリカ合衆国

ワシントンD.C.
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（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
アメリカ合衆国における
日本研究の発展及び対
日理解の促進に寄与

現　ハーバード大学法学部教授
元　シカゴ大学法学部教授
元　カリフォルニア大学
　　 ロサンゼルス校法学部教授

ジョン・マーク・ラムザイヤー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
John Mark Ramseyer
　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
ケンブリッジ市

旭中
日本・イタリア間の議員
間交流及び相互理解の
促進に寄与

元　伊日友好議員連盟会長
元　下院議員
元　下院財務保安委員

ステーファノ・ダンブルオーゾ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Stefano Dambruoso
　　　　　　　　　　　　　　（56歳）

イタリア

ロンバルディア州
ミラノ市

旭中
日本・イラク間の交流の
促進及び経済関係強化
に寄与

元　在クルド日本国名誉総領事
現　ジハーン・グループ会長

アザド・ヤヒア・サイード・バジュゲル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Azad Yahya Saeed Bajger
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

イラク

エルビル県
エルビル市

旭中
オペラやバレエを通じた
日本・ウクライナ間の友
好親善に寄与

現　タラス・シェフチェンコ
　　 記念ウクライナ国立歌劇場
 　　総監督

ペトロ・チュプリーナ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Petro Chupryna
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

ウクライナ

キエフ市
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賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中

日本における外国語教
育の発展及び理系学生
に対する科学技術の理
解の促進に寄与

東京工業大学名誉教授
元　東京工業大学世界文明
　　 センター長兼教授

ロジャー・パルバース
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roger Pulvers
　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

オーストラリア

英国
ロンドン市

旭中
日本・オーストリア間の友
好親善及び相互理解の
促進に寄与

現　墺日協会会長
現　墺弓道連盟会長
元　レオポルド美術館財団役員

ディータード・レオポルド
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Diethard Leopold
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

オーストリア

ウィーン市

旭中

放射線被ばく者に対す
る医療支援・研究調査を
通じた日本・カザフスタ
ン間の学術交流の発展
に寄与

現　アスタナ医科大学理事長
元　セメイ医科大学学長

トレバイ・ラヒプベコフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tolebay Rakhypbekov
　　　　　　　　　　　　　　（65歳）

カザフスタン

　アスタナ市

旭中
日本・カナダ間の交流促
進及び友好親善に寄与

現　在ウイニペグ日本国
　　 名誉総領事

ケネース・ゼイフマン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kenneth Zaifman
　　　　　　　　　　　　　  （67歳）

カナダ

マニトバ州
ウイニペグ市
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賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
大韓民国における日本
研究の発展及び対日理
解の促進に寄与

元　啓明大学校副総長
啓明大学校国際学大学
日本学科名誉教授
元　韓国日本協会会長

ヨ・バクドン
呂　博東
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Yeu Park Dong
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

大韓民国

大邱広域市

旭中
日本・チェコ間の経済関
係強化に寄与

現　チェコ投資庁長官
　　 特別顧問
元　チェコ投資庁長官

ヨゼフ・レーブル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Josef Lebl
　　　　　　　　　　　　　　（78歳）

チェコ

プラハ市

旭中
日本・パキスタン間の文
化交流及び相互理解の
促進に寄与

現　ハムダルド大学学長
現　パキスタン・日本文化協会
 　　シンド支部会長

サディア・ラシード
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Sadia Rashid
　　　　　　　　　　　　　　（72歳）

パキスタン

シンド州
カラチ市

旭中

日本の開発援助の円滑
な実施及び日本・バング
ラデシュ間の相互理解
の促進に寄与

現　アジア・パシフィック大学
　　 副総長
元　バングラデシュ工科大学
 　　土木学科教授

ジャミル・レザ・チョードリー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jamilur Reza Choudhury
　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

バングラデシュ

ダッカ市
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賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・フィリピン間の経済
関係強化に寄与

元　比日経済委員会委員長
現　矢崎トレス工業株式会社
　　 社長

フェリシアーノ・L・トレス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Feliciano L. Torres
　　　　　　　　　　　　　　（79歳）

フィリピン

マニラ首都圏
マカティ市

旭中

ブラジルにおける日本の
知的財産の保護及び知
的財産分野における日
本・ブラジル間の交流の
促進に寄与

元　国立産業財産権庁長官

ヒサオ・アリタ
有田　久雄
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hisao Arita
　　　　　　　　　　　　　　（73歳）

ブラジル

リオデジャネイロ州
ペトロポリス市

旭中

ブラジルにおける日本語
教育及び日本文学・文
化の普及を通じた対日
理解の促進に寄与

元　ブラジリア大学文学部
 　　外国語・翻訳学科
　　 日本語コース教授
元　サンパウロ大学
 　　日本文化研究所所長
元　サンパウロ大学人文学部
　 　東洋語学科日本語
　　 日本文学コース教授

タエ・スズキ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Tae Suzuki
　　　　　　　　　　　　　　（73歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

旭中
日本・フランス間の相互
理解の促進及び友好親
善に寄与

現　在パペーテ日本国
 　　名誉領事

ナリー・フォージュラ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Narii Faugerat
　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

フランス

ポリネシア・タヒチ
ピュナオイア市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・フランス間の学術
交流及び相互理解の促
進に寄与

現　日仏大学会館館長
元　ストラスブール大学教授

マリー＝クレール・レット
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Marie-Claire Lett
　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

フランス

シルティクハイム市

旭中

音楽を通じた日本・ブル
ガリア間の文化交流及
び友好親善の発展に寄
与

ピアニスト
現　国立音楽アカデミー
　　 「パンチョ・ブラディゲロフ」
　　 教授

ジェニー・ザハリエヴァ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Jenny Zaharieva
　　　　　　　　　　　　　　（72歳）

ブルガリア

ソフィア市

旭中
日本・ベトナム間の経済
関係強化に寄与

元　ベトナム計画投資省
　　 外国投資庁長官

ファン・フー・タン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Phan Huu Thang
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

ベトナム

ハノイ市

旭中
日本・ペルー間の議員
間交流及び相互理解の
促進に寄与

元　ペルー日本友好議員
　　 連盟会長
元　国会議員

アウレリア・タン・デ・イナフコ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Aurelia Tan de Inafuko
　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

ペルー

リマ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・ポーランド間の学
術及び文化交流の促進
に寄与

現　ワルシャワ工科大学教授
現　ポーランド市民交流
　　 友の会会長
現　友好団体「日本の友人
　　 サロン」代表

リシャルド・ヤブウォンスキ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ryszard Jabłóński
　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

ポーランド

ワルシャワ市

旭中
日本・マレーシア間の経
済関係強化に寄与

元　ガスマレーシア社会長
元　エネルギー委員会委員長

アフマド・タジュディン・アリ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ahmad Tajuddin Ali
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

マレーシア

プトラジャヤ
連邦直轄領

旭中

日本・メキシコ間の経済
関係強化並びに地域間
の友好親善及び相互理
解の促進に寄与

元　アグアスカリエンテス州
　　 知事
元　アグアスカリエンテス州
　　 政府経済開発長官
元　連邦上院議員

カルロス・ロサーノ・デ・
ラ・トーレ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Carlos Lozano De
La Torre
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

メキシコ

アグアスカリエンテス州
アグアスカリエンテス市

旭中
日本・ロシア間の地域間
の経済交流及び相互理
解の促進に寄与

元　ニジェゴロド州知事

ヴァレリー・シャンツェフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Valery Shantsev
　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

ロシア

モスクワ市

－14－

平成30年秋の外国人叙勲



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
ロシアにおける日本研究
の発展及び日本・ロシア
間の交流促進に寄与

現　サンクトペテルブルク
 　　露日友好協会会長
現　サンクトペテルブルク
　　 国立大学東洋学部
 　　日本学科長（教授）

アレクサンドル・ヴィクトロヴィチ・
フィリッポフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Alexander Victorovich
Philippov
　　　　　　　　　　　　　　（56歳）

ロシア

サンクトペテルブルク
市

旭中

地域研究分野における
日本・ロシア間の学術交
流及び相互理解の促進
に寄与

現　ロシア科学アカデミー
 　　極東支部歴史・考古学・
　　 民俗学研究所
　　 アジア太平洋地域研究
　　 センター長兼主任研究者
現　極東連邦大学
 　　地域・国際研究スクール
　　 アジア太平洋地域学科教授
元　ロシア科学アカデミー
 　　極東支部歴史・考古学・
　　 民俗学研究所所長

ヴィクトル・ラーリン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Victor Larin
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

ロシア

ウラジオストク市

旭中
日本・台湾間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

台日文化経済協会名誉会長
元　台日文化経済協会会長

テイ・キヨウ
鄭　祺耀
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Cheng Chi-yao
　　　　　　　　　　　　　　（82歳）

―――――――

台北市

旭小
日本・アメリカ合衆国間
の友好親善及び相互理
解の促進に寄与

元　全米日米協会連合
 　　副理事長

ロバート・M・オアー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robert M. Orr
　　　　　　　　　　　　　　（65歳）

アメリカ合衆国

フロリダ州
ボカラトン
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小

医療分野における日本・
アメリカ合衆国間の関係
強化及び相互理解の促
進並びに日系人の地位
向上に寄与

現　クアキニヘルスシステム
 　　取締役社長兼CEO

ゲイリー・カズト・カジワラ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Gary Kazuto Kajiwara
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市

旭小
日本・アメリカ合衆国間
の友好親善及び相互理
解の促進に寄与

元　ワシントン日米協会会長
元　フォード財団
 　　日本事務所長
元　日立ワシントン事務所
　　 上級代表

カール・J・グリーン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Carl J. Green
　　　　　　　　　　　　　　（79歳）

アメリカ合衆国

メキシコ
グアナフアト州

サン・ミゲル・デ・
アジェンデ

旭小
日本・アメリカ合衆国間
の友好親善及び相互理
解の促進に寄与

元　ジョージア日米協会会長
ジョージア日米協会名誉会長
元　ＹＫＫコーポレーション・
　　 オブ・アメリカ会長兼CEO

アレックス・グレゴリー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Alex Gregory
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

アメリカ合衆国

ジョージア州
ドゥルース市

旭小
日本・アメリカ合衆国間
の原子力分野における
関係強化に寄与

元　全米科学アカデミー
　　 原子力・放射線研究会
 　　上級事務局長

ケビン・デビッド・クローレイ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kevin David Crowley
　　　　　　　　　　　　　　（63歳）

アメリカ合衆国

バージニア州
フォールズチャーチ市

－16－

平成30年秋の外国人叙勲



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
日本・アメリカ合衆国間
の友好親善及び相互理
解の促進に寄与

現　ウィスコンシン日米協会会長
現　ウィスコンシン国際研究所長
現　ウィスコンシン・千葉
　　 委員会理事

アレクサンダー・P・ダートカ・
ジュニア
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Alexander P. Durtka,
Jr.
　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

アメリカ合衆国

ウィスコンシン州
カダヘイ市

旭小
日本・アメリカ合衆国間
の観光交流の促進に寄
与

元　北マリアナ諸島マリアナ
 　　観光局長
元　北マリアナ諸島港湾局
　　 理事会理事長

ヘスース・マニュエル・V・
デレオン・ゲレロ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jesus Manuel V.
Deleon Guerrero
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

アメリカ合衆国

北マリアナ諸島
サイパン島

フィナシス地区

旭小

美術を通じた日本･アメリ
カ合衆国間の文化交流
及び対日理解の促進に
寄与

現　ボストン美術館日本美術
 　　上級部長

アン・ニシムラ・モース
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Anne Nishimura Morse
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
アマースト市

旭小

日本･アメリカ合衆国間
の友好親善及びアメリカ
合衆国における日系コ
ミュニティの発展に寄与

南カリフォルニア日米協会
名誉理事長
現　ピルズベリー･
　　 ウィンスロップ･ショー･
　　 ピットマン法律事務所
 　　グローバル･マネージング･
　　 パートナー（弁護士）

エドワード・A・ペロン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Edward A. Perron
　　　  　　　　　　　　　　（64歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
ロサンゼルス市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
日本・アメリカ合衆国間
の友好親善及び相互理
解の促進に寄与

元　コロラド日米協会会長
作家
元　ワシントン・ポスト
 　　極東総局長

トーマス・R・リード　三世
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Thomas R. Reid Ⅲ
　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

アメリカ合衆国

コロラド州
デンバー市

旭小

インドにおける日本語教
育の発展及び日本・イン
ド間の相互理解の促進
に寄与

元　ジャワハルラール・ネルー
　　 大学言語・文学・
 　　文化学部日本研究
　　 センター教授

マンジュシュリー・チョウハン
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Manjushree Chauhan
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

インド

ハリヤナ州
グルグラム市

旭小
日本・ウガンダ間の経済
関係強化及び相互理解
の促進に寄与

現　ルーフィングス・
　　 リミティッド社代表取締役
元　ウガンダ製造者連盟副会長

シカンデール・ララーニ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Sikander Lalani
　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

ウガンダ

カンパラ州
カンパラ市

旭小

オーストラリアにおける日
本語教育の発展及び日
本･オーストラリア間の交
流の促進に寄与

元　オーストラリア首都
 　　特別地域豪日協会会長
元　オーストラリア首都
 　　特別地域姉妹都市交流
　　 委員会委員

バリントン・フレデリック・ジャーマン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Barrington Frederick Jarman
　　　　　　　　　　　　　　（79歳）

オーストラリア

首都特別地域ゴードン
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小

姉妹都市交流の推進を
通じた日本・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　リズモア市長

ジェニー・ダウル
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Jenny Dowell
　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

オーストラリア

ニューサウス
ウェールズ州
グーネラバ市

旭小
カナダにおける剣道の
普及及び友好親善に寄
与

元　カナダ剣道連盟会長
元　国際剣道連盟副会長

ロイ・タダヨシ・アサ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roy Tadayoshi Asa
　　　　　　　　　　　　　　（84歳）

カナダ

オンタリオ州
ストゥッフビル市

旭小

キューバにおける日本
研究の発展及び日本・
キューバ間の相互理解
の促進に寄与

移民史研究家・著述家

ペドロ・ロランド・
アルバレス・エステベス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Pedro Rolando
Álvarez Estévez
　　　　　　　　　　　　　　（79歳）

キューバ

ハバナ市

旭小

スロバキアにおける日本
語教育の発展及び日
本・スロバキア間の友好
親善に寄与

元　コメニウス大学
 　　東アジア学科長、助教授
スロバキア日本友好協会
名誉会長

シュテファン・ペホ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Štefan Pecho
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

スロバキア

ブラチスラバ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小

日本・ニカラグア間の経
済関係強化及び日本の
自動車産業の発展に寄
与

現　カサ・ペラス社会長
現　ニカラグア日本ビジネス
 　　フォーラム副会長

シルビオ・フェデリコ・
ペラス・チャモロ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Silvio Federico
Pellas Chamorro
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

ニカラグア

マナグア県
マナグア市

旭小
ニュージーランドにおけ
る日本語教育及び日本
研究の発展に寄与

元　ウェリントン・ヴィクトリア大学
 　　言語文化学部
　　 日本語学科准教授

エドウィナ・パーマー
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Edwina Palmer
　　　　　　　　　　　　　　（63歳）

ニュージーランド/
英国

クライストチャーチ市

旭小

パキスタンにおける日本
文化・日本語の普及及
び日本・パキスタン間の
相互理解の促進に寄与

元　アラムダル・フセイン・
 　　イスラミック・
　　 ディグリーカレッジ
　　 （ムルタン）学長
元　バハウッディン・ザカリヤ
 　　大学社会学部哲学科
　　 学科長（教授）

ムハンマド・アミン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Muhammad Amin
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

パキスタン

パンジャーブ州
ムルタン市

旭小

フィリピンにおける日系
人社会の教育環境の整
備及び日本・フィリピン
間の相互理解の促進に
寄与

現　フィリピン日系人会
　　 会長兼理事長
現　フィリピン日系人会
　　 国際学校理事長
現　ミンダナオ国際大学
　　 理事長

アントニナ・B・オオシタ・エスコビリャ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Antonina B. Oshita Escovilla
　　　　　　　　　　　　　　（78歳）

フィリピン

ダバオ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小

日本・ベトナム間の文化
交流及び経済交流並び
に医療協力の促進に寄
与

現　国際進歩株式会社（AIC）
 　　代表取締役会長兼社長

グエン・ティ・タイン・ニャン
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Nguyen Thi Thanh Nhan
　　　　　　　　　　　　　　（49歳）

ベトナム

ハノイ市

旭小
日本・ラオス間の経済関
係強化及びラオスにお
ける柔道の普及に寄与

元　ラオトヨタサービス社長
現　KP社社長
現　ラオス柔道連盟会長

ケムサート・ピラパンデット
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Khemsath Philaphandeth
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

ラオス

ビエンチャン特別市

旭小
日本・リトアニア間の友
好親善及び交流促進に
寄与

現　クライペダ市長

ビタウタス・グルブリヤウスカス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Vytautas Grubliauskas
　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

リトアニア

クライペダ市

旭小

日本・ロシア間の定期便
開設による地域間の交
流及び相互理解の促進
に寄与

元　サハリン州政府
　　 運輸・通信局長

ベラノソフ・ヴァレリー・イヴァノヴィチ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Belonosov Valerii Ivanovich
　　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

ロシア

サハリン州
ユジノサハリンスク市

－21－

平成30年秋の外国人叙勲



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
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
日系人の地位向上及び
日系退役軍人の歴史保
存に寄与

現　フレンズ・アンド・ファミリー・
 　　オブ・二世ベテラン協会
　　 創設者兼会長
元　第４４２連隊戦闘団所属

イイチロウ・ローソン・サカイ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Iichiro Lawson Sakai
　　　　　　　　　　　　　　（95歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
モーガンヒル市

旭双

アメリカ合衆国における
日本文化の紹介及び日
本・アメリカ合衆国間の
相互理解の促進に寄与

元　森上博物館・日本庭園
 　　理事長

ナンシー・エレン・ストラウド
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Nancy Ellen Stroud
　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

アメリカ合衆国

フロリダ州
ボカラトン市

旭双

アメリカ合衆国への日系
企業進出支援及び日
本・アメリカ合衆国間の
地域間の関係促進に寄
与

現　日米中西部会副会長
現　キッコーマン・フーズ社
　　 秘書役兼取締役兼
　　 法務部長

ミルトン・E・ニシェック
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Milton E．Neshek
　　　　　　　　　　　　　　（88歳）

アメリカ合衆国

ウィスコンシン州
レイクジュニーバ市

旭双
アルゼンチンにおける日
本文化の普及及び日本
国在外公館活動に寄与

現　東西インターナショナル
　　 財団会長
元　在アルゼンチン日本国
 　　大使館現地職員

ステラ・マリス・アクーニャ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Stella Maris Acuña
　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

アルゼンチン

ブエノスアイレス州
ブロン・スル・メル市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双

イタリアにおける日本文
化及び武道（柔体術）の
紹介・普及並びに日本・
イタリア間の友好親善に
寄与

現　楊心流　東洋の文化と
 　　教えの流派会長

チェーザレ・トゥルトロ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Cesare Turtoro
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

イタリア

ピエモンテ州
トリノ市

旭双
日本・インド間の友好親
善及びインドにおける対
日理解の促進に寄与

元　海外産業人材育成協会
 　　ケララ同窓会会長

エドガー･モリス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Edgar Morris
　　　　　　　　　　　　　　（81歳）

インド

ケララ州
コチ市

旭双
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　ベルモント姉妹都市協会
 　　会長

マデリーン・レニー
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Madeleine Rennie
　　　　　　　　　　　　　　（83歳）

オーストラリア

西オーストラリア州
ベルモント市

旭双
日本・オランダ間の青年
交流及び対日理解の促
進に寄与

元　日本の友達基金会長
 　　（初代）

アルバート・エミンク
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Albert Emmink
　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

オランダ

ドレンテ州
ハーフェルテ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
ガーナにおける柔道の
普及に寄与

現　ガーナ柔道協会会長

エマニュエル・ギディス・テテ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Emmanuel Gidisu Tetteh
　　　　　　　　　　　　　　　（58歳）

ガーナ

グレーターアクラ州
アクラ市

旭双
カナダにおける日系人
の地位向上及び柔道の
普及に寄与

現　日系英字新聞
 　　「Nikkei Voice」出版者
　　 （発行責任者）・執筆者
元　柔道カナダ副会長

フランク・モリツグ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Frank Moritsugu
　　　　　　　　　　　　　　（95歳）

カナダ

オンタリオ州
トロント市

旭双
日本・スペイン間の経済
関係強化及び相互理解
の促進に寄与

元　社長会会長

トマス・スマラガ・オルティス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tomás Zumárraga Ortiz
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

スペイン

マドリード州
アルコベンダス市

旭双
大韓民国からの訪日観
光客の増加に寄与

現　（社）済州オルレ理事長

ソ・ミョンスク
徐　明淑
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Suｈ Myungsook
　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

大韓民国

済州特別自治道
西帰浦市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
中華人民共和国からの
訪日観光客の増加に寄
与

現　東瀛遊旅行社有限公司
　 　主席兼執行董事

ユン・マンイン
袁　文英
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Yuen Man Ying
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

中華人民共和国

香港

旭双
日本・ドイツ間の経済交
流及び相互理解の促進
に寄与

元　ザクセン州経済振興公社
　　 プロジェクトマネージャー

カリン・ハイデンライヒ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Kaｒin Heidenreich
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

ドイツ

ザクセン州
ドレスデン市

旭双
ブラジルにおける日系人
の地位向上及び日本文
化の普及に寄与

現　ブラジリア連邦区日伯文化
 　　体育娯楽協会会長

ワルデマル・ヒロシ・ウメダ
梅田　寛　ワルデマル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Waldemar Hiroshi Umeda
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

ブラジル

連邦区
ブラジリア市

旭双

ブラジルにおける日系人
の地位向上及び日本・
ブラジル間の相互理解
の促進に寄与

元　ロンドリーナ市議会議員
元　ロンドリーナ沖縄県人会
　　 会長
元　ロンドリーナ文化体育協会
　　 副会長
元　ロンドリーナ日系医師
　　 クラブ会長

カナシロ・ロベルト・ヨシミツ
金城　芳光　ロベルト
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roberto Yoshimitsu Kanashiro
　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

ブラジル

パラナ州
ロンドリーナ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
日本・ブラジル間の文化
交流及び相互理解の促
進に寄与

現　バイア州伯日文化協会会長
元　サルバドール・カトリック
 　　大学音楽院教授

オギバウダ・デバイ・デ・ソウザ・
トーレス
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Ogvalda Devay de Sousa
Torres
　　　　　　　　　　　　　　（80歳）

ブラジル

バイア州
サルバドール市

旭双
日本・ブラジル間の友好
親善及び柔道を通じた
相互理解に寄与

元　レシフェ日本文化協会
　　 会長
元　ペルナンブコ柔道連盟
　　 会長
現　ナガイ道場館長

タダオ・ナガイ
長井　忠雄
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tadao Nagai
　　　　　　　　　　　　　　（83歳）

ブラジル

ペルナンブコ州
レシフェ市

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

現　伯日文化社会統合協会
 　　会長
現　ブラジル日本文化福祉協会
　　 副会長

ロベルト・ヨシヒロ・ニシオ
西尾　義弘　ロベルト
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roberto Yoshihiro Nishio
　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

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

現　クリチーバ日伯文化
 　　援護協会会長
元　ブラジル出稼ぎ協会会長

ルイ・キヨシ・ハラ
原　清　ルイ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Rui Kiyoshi Hara
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

ブラジル

パラナ州
クリチバ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
日本・フランス間の友好
親善及び交流促進に寄
与

現　ナンシー市副市長

ジャン＝ミッシェル・ベルルモン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jean-Michel Berlemont
　　　　　　　　　　　　　　（59歳）

フランス

ナンシー市

旭双
現代芸術を通じた日仏
文化交流の促進に寄与

現代芸術家

クリスチャン・ボルタンスキー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Christian Boltanski
　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

フランス

マラコフ市

旭双
現代芸術を通じた日仏
文化交流の促進に寄与

現代芸術家

アネット・メサジェ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Annette Messager
　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

フランス

マラコフ市

旭双
日本のバレエ界の発展
及び日本・ベラルーシ間
の友好親善に寄与

元　ベラルーシ国立舞踊学校
 　　芸術監督

クララ・マリシェヴァ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Klara Malysheva
　　　　　　　　　　　　　　（82歳）

ベラルーシ

ミンスク市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
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社
会の福祉向上及び日
本・ペルー間の友好親
善に寄与

元　エンマヌエル協会会長

フェルナンド・エクセキエル・
オヘダ・サニャルトゥ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Fernando Exequiel
Ojeda Zañartu
　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

ペルー

リマ市

旭双

メキシコにおける日系社
会の福祉向上及び日
本・メキシコ間の友好親
善に寄与

元 日墨協会会長

エクトル・マヌエル・シゲオ・
カワカミ・シライ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Héctor Manuel Shigeo
Kawakami Shirai
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

メキシコ

メキシコ市

旭双
日本・モルドバ間の相互
理解及び文化交流の促
進に寄与

現　モルドバ日本交流財団会長

バレリウ・ブンザル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Valeriu Binzaru
　　　　　　　　　　　　　　（53歳）

モルドバ

キシニョフ市

旭単
日本・アメリカ合衆国間
の相互理解の促進及び
経済関係強化に寄与

現　インディアナ日米協会理事
現　イングラム＆アソシエイツ社
　　 社長

ラリー・イングラム
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Larry Ingraham
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

アメリカ合衆国

インディアナ州
カーメル市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭単
ドミニカ共和国における
空手道の普及に寄与

現　國際松濤館空手道連盟
 　　ドミニカ共和国支部長

エドワルド・メヒーア・ハビッド
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Eduardo Mejía Jabid
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

ドミニカ共和国

サントドミンゴ
首都特別区

旭単

ブラジルにおける日系社
会の福祉向上及び日
本・ブラジル間の友好親
善に寄与

元　スザノ文化協会会長
元　汎スザノ文化体育農事協会
　　 評議委員会委員長
元　サンパウロ日伯援護協会
　　 常任理事

 

カツイチ・イワハラ
岩原　勝一
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kasuyti Iuahara
　　　　　　　　　　　　　　（85歳）

ブラジル

サンパウロ州
スザノ市

旭単

日本・ボスニア・ヘルツェ
ゴビナ間の友好親善及
び相互理解の促進並び
に日本国在外公館活動
に寄与

現　ＮＧＯ「イピル・イピルの会」
 　　ボスニア・ヘルツェゴビナ・
　　 コーディネーター
元　在ボスニア・ヘルツェゴビナ
　　 日本国大使館現地職員

ヴァフデタ・カジッチ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Vahdeta Kazic
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

ボスニア・
ヘルツェゴビナ

サラエボ市

旭単
武道を通じた日本・ロシ
ア間の交流及び相互理
解の促進に寄与

現　合気道クラブ「央心館」館長
元　モスクワ合気道合気会
 　　連盟会長

アレクサンドル・ボリソヴィチ・
カチャン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Alexander Borisovich
Kachan
　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

ロシア

モスクワ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭単
折り紙を通じた日本・ロ
シア間の交流及び相互
理解の促進に寄与

現　モスクワ折り紙クラブ会長

ロマン・ヴラジミロヴィチ・スヴィリドフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roman Vladimirovich Sviridov
　　　　　　　　　　　　　　（56歳）

ロシア

モスクワ市

旭単
折り紙を通じた日本・ロ
シア間の交流及び相互
理解の促進に寄与

現　モスクワ子ども折り紙
 　　センター代表
現　モスクワ第一盲学校
　　 折り紙講師

ズフラ・ミャスモヴナ・チャシヒナ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Zukhra Myasumovna Chashchikhina
　　　　　　　　　　　　　　（63歳）

ロシア

モスクワ市
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