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在外外国人

旭大
防衛分野における日本・
アメリカ合衆国間の関係
強化に寄与

元　太平洋空軍司令官

テレンス・Ｊ・オショネシー
　　（男）

Terrence J. O’Shaughnessy
　　（55歳）

アメリカ合衆国

コロラド州
コロラドスプリングス市

旭大
防衛分野における日本・
アメリカ合衆国間の関係
強化に寄与

元　国防長官

アシュトン・B・カーター
　　（男）

Ashton B. Carter
　　（64歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
ボストン市

旭大

人道支援分野における
日本の地位向上及び
日本と国際移住機関と
の連携強化に寄与

元　国際移住機関（ＩＯＭ）
 事務局長

ウィリアム・レイシー・スウィング
　　（男）

William Lacy Swing
　　（84歳）

アメリカ合衆国

ニューヨーク州
ニューヨーク市

旭大
防衛分野における日本・
アメリカ合衆国間の関係
強化に寄与

元　国防長官

チャック・ヘーゲル
　　（男）

Chuck Hagel
　　（72歳）

アメリカ合衆国

バージニア州
マクリーン市

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

令和元年春の外国人叙勲
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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

旭大

日本・エジプト間の関係
強化及び友好親善並び
に国際場裡での連携強
化に寄与

元  外務大臣
元  駐日エジプト大使

ナビール・ファハミ
　　（男）

Nabil Fahmy
　　（68歳）

エジプト

カイロ県
カイロ市

旭大

日本・エチオピア間の関
係強化及びアフリカ開発
会議を通じた日本の対
アフリカ外交の推進に寄
与

元　首相
元　副首相兼外務大臣

ハイレマリアム・デサレン・ボシェ
　　　（男）

Hailemariam Dessalegn Boshe
　（53歳）

エチオピア

アディスアベバ市

旭大
日本・カタール間の関係
強化及び友好親善に
寄与

元　外務大臣
元　外務担当国務大臣兼

カタール開発基金総裁
元　国際協力担当国務大臣兼
 　　ビジネス通商大臣代行

ハーリド・アル・アティーヤ
　　（男）

Khalid Al Attiyah
　　（52歳）

カタール

ドーハ市

旭大
日本・カンボジア間の関
係強化及び友好親善に
寄与

元　共同副首相兼外務国際
　　 協力大臣
現　シハモニ国王高級顧問
元　シハヌーク国王高級顧問

ノロドム・シリブット
　　（男）

Norodom Sirivudh
　　（67歳）

カンボジア

プノンペン都

令和元年春の外国人叙勲
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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

旭大
日本・トルコ間の関係強
化及び友好親善に寄与

現　外務大臣

メヴリュット・チャヴシュオール
　　（男）

Mevlut Cavusoglu
　　（51歳）

トルコ

アンカラ県
アンカラ市

旭大
日本・パラオ間の関係強
化及び友好親善に寄与

元　国務大臣（外務大臣）
元　教育大臣

ビリー・ゴッドフリード・クアルテイ
　　（男）

Billy Godfried Kuartei
　　（72歳）

パラオ

エサール州

旭大
日本・パラグアイ間の関
係強化及び友好親善に
寄与

元　外務大臣

エラディオ・ロイサガ・レスカノ
　　（男）

Eladio Loizaga Lezcano
　　（70歳）

パラグアイ

アスンシオン市

旭大

日本･マレーシア間の
関係強化及び友好親善
並びに日本･ＡＳＥＡＮ間
の関係強化に寄与

元　外務大臣

サイド・ハミド・サイド・ジャアファー・
アルバー

　　（男）
Syed Hamid Syed Jaafar
Albar

　　（75歳）

マレーシア

直轄区
クアラルンプール市

令和元年春の外国人叙勲



－4－

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・ヨルダン間の関係
強化及び友好親善に寄
与

元　副首相兼外務・移民大臣
元　外務・移民大臣

ナーセル・ジュデ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Nasser Judeh
　　　　　　　　　　　　　　　（57歳)

ヨルダン

アンマン市

旭大
日本・ラオス間の経済関
係の強化に寄与

現　副首相兼財務大臣
元　計画投資大臣

ソムディ・ドゥアンディ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Somdy Douangdy
　　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

ラオス

ビエンチャン特別市

旭重
日本・アメリカ合衆国間
の科学技術協力の促進
に寄与

元　科学技術担当大統領
 　　補佐官兼大統領府
　　 科学技術政策局長

　

ジョン・ポール・ホルドレン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
John Paul Holdren
　　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
ファルマウス市

旭重
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　通商代表部次席代表
元　シカゴ連邦準備銀行総裁
現　シカゴ日米協会理事長
現　シカゴ・グローバル評議会
　　 副理事長

マイケル・H・モスコウ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Michael H. Moskow
　　　　　　　　　　　　　　　（81歳）

アメリカ合衆国

イリノイ州
シカゴ市

令和元年春の外国人叙勲
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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　外務次官

シャム・サラン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Shyam Saran
　　　　　　　　　　　　　　　（72歳）

インド

デリー準州

旭重
日本・オマーン間の関係
強化及び友好親善に寄
与

元　駐日オマーン大使

ムハンマド・ビン・ユーセフ・
アル・ザラーフィ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mohammed bin Yousuf
Al Zarafi
　　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

オマーン

マスカット市

旭重
日本・オマーン間の関係
強化及び友好親善に寄
与

元　駐日オマーン大使

ハーリド・ビン・ハーシル・
アル・ムスラヒ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Khalid bin Hashil
Al Muslahi
　　　　　　　　　　　　　　　（51歳)

オマーン

マスカット市

旭重
日本・カタール間の関係
強化及び友好親善に
寄与

元　駐日カタール大使

ユーセフ・モハメド・ビラール
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Yousef Mohamed Bilal
　　　　　　　　　　　　　　　（65歳）

カタール

ドーハ市

令和元年春の外国人叙勲
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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

旭重
日本・クウェート間の関
係強化及び友好親善に
寄与

元　駐日クウェート大使

アブドル・ラフマーン・フムード・
アル・オタイビ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Abdul-Rahman Humood
Al-Otaibi
　　　　　　　　　　　　　　　（59歳）

クウェート

オランダ
ハーグ市

旭重
日本・クロアチア間の関
係強化及び友好親善に
寄与

元　駐日クロアチア大使

ドラゴ・シュタンブク
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Drago Štambuk
　　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

クロアチア

イラン
テヘラン市

旭重
日本・セルビア等の間の
関係強化及び友好親善
に寄与

元　駐日セルビア大使
元　駐日セルビア・
　　 モンデネグロ大使
元　駐日ユーゴスラビア大使

プレドラグ・フィリポブ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Predrag Filipov
　　　　　　　　　　　　　　　（63歳）

セルビア

ボイボディナ自治州
ノビ・サド市

旭重
日本・バチカン間の関係
強化及び友好親善に寄
与

バチカン図書館・古文書館
名誉館長
元　バチカン図書館・古文書館
　　 館長

ラッファエーレ・ファリーナ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Raffaele Farina
　　　　　　　　　　　　　　　（85歳）

バチカン/イタリア

バチカン

令和元年春の外国人叙勲
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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

旭重
日本・フィジー間の関係
強化及び友好親善に
寄与

元　駐日フィジー大使

ロビン・ハーディー・ヤロー
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robin Hardy Yarrow
　　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

フィジー

スバ市

旭重
日本・フィリピン間の関係
強化及び友好親善に寄
与

元　外務大臣
元　多国間協力・開発担当
 　　大統領顧問

デリア・ドミンゴ・アルバート
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Delia Domingo Albert
　　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

フィリピン

マニラ首都圏
モンテンルパ市

旭重

国際人権法分野におけ
る日本・欧州間の学術交
流及び相互理解の促進
に寄与

元　欧州人権裁判所長官
現　ルネ・カサン財団理事長

ジャン＝ポール・コスタ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jean-Paul Costa
　　　　　　　　　　　　　　　（77歳）

フランス

ストラスブール市

旭重
日本・フランス間の関係
強化及び友好親善に寄
与

元　国務大臣兼内務大臣
現　リヨン市長

（旭中）

ジェラール・コロン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Gérard Collomb
　　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

フランス

リヨン市

令和元年春の外国人叙勲
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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

旭重

日本におけるフランス文
学及びフランス語研究の
促進並びに日本・フラン
ス間の学術交流の促進
に寄与

現　フランス学士院
 　　碑文・文芸アカデミー
　　 終身院長
コレージュ・ドゥ・フランス
名誉教授
現　アカデミー・フランセーズ
　　 会員

ミッシェル・ザンク
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Michel Zink
　　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

フランス

パリ市

旭重
日本・フランス間の文化
交流及び相互理解の促
進に寄与

元　文化・通信大臣
現　ストラスブール都市圏議会
　　 副議長

カトリーヌ・トロットマン
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Catherine Trautmann
　　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

フランス

ストラスブール市

旭重

化学分野における日本・
フランス間の学術交流及
び相互理解の促進に寄
与

ノーベル化学賞受賞者
（昭和62年）
ストラスブール大学名誉教授
コレージュ・ドゥ・フランス
名誉教授

ジャン＝マリー・レーン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jean-Marie Lehn
　　　　　　　　　　　　　　　（79歳）

フランス

ストラスブール市

旭中
防衛分野における日本・
アメリカ合衆国間の関係
強化に寄与

元　在日米国大使館
　　 相互防衛援助事務所長
元　在日米陸軍司令部
　　 第５部長

ジョン・キム
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
John Kim
　　　　　　　　　　　　　　　（53歳）

アメリカ合衆国

ワシントンＤ.Ｃ.

令和元年春の外国人叙勲
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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
防衛分野における日本・
アメリカ合衆国間の関係
強化に寄与

元　在日米軍司令部
 　　情報部長
元　国防省職員

トーマス・R・クロウェル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Thomas R. Crowell
　　　　　　　　　　　　　　（54歳）

アメリカ合衆国

テキサス州
バーニ市

旭中

歯周病学分野における
日本・アメリカ合衆国間
の学術交流の促進及び
日本の歯周療法学の発
展に寄与

元　カリフォルニア大学
　　 ロサンゼルス校歯学部
 　　歯周療法学科臨床学教授

ヘンリー・H・タケイ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Henry H. Takei
　　　　　　　　　　　　　　　（80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
防衛分野における日本・
アメリカ合衆国間の関係
強化に寄与

元　第３海兵師団長
元　第３海兵機動展開部隊
　　 副司令官兼第３海兵機動
 　　展開旅団長

クレイグ・クワントレル・
ティンバーレイク
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Craig Quantrell
Timberlake
　　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

アメリカ合衆国

テキサス州
ニューブローン

フェルズ市

旭中

アメリカ合衆国における
日本語教育の発展並び
に日本・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　ハワイ大学マノア校
　　 東アジア言語文学学部
　　 学部長
元　ハワイ大学日本研究
　　 センター所長

ロバート・ネイサン・ヒューイ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robert Nathan Huey
　　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市

令和元年春の外国人叙勲
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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・アメリカ合衆国間
の交流の促進及び友好
親善に寄与

現　在ニューオリンズ日本国
 　　名誉領事

ドナ・Ｄ・フレッシュ
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Donna D. Fraiche
　　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

アメリカ合衆国

ルイジアナ州
バトン・ルージュ市

旭中
防衛分野における日本・
アメリカ合衆国間の関係
強化に寄与

元　在日アメリカ合衆国空軍
　 　第374空輸航空団司令官

ケネス・Ｅ・モス
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kenneth E. Moss
　　　　　　　　　　　　　　　（48歳）

アメリカ合衆国

イリノイ州
セイントクレア郡

旭中
アメリカ合衆国における
日本近代芸術の紹介及
び普及に寄与

現　ニューヨーク近代美術館
 　　（MoMA）館長

グレン・デイヴィッド・ローリー
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Glenn David Lowry
　　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

アメリカ合衆国

ニューヨーク州
ニューヨーク市

旭中
教育分野における日本・
アラブ首長国連邦間の
交流の促進に寄与

元　アブダビ教育評議会
　　 事務局長

ムギール・ハミース・アル・ハイリー
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mugheer Khamis Alkhaili
　　　　　　　　　　　　　　　（54歳）

アラブ首長国連邦

アブダビ首長国
アブダビ市

令和元年春の外国人叙勲
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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

保健分野における日本
の国際貢献の向上及び
日本の医学の発展に寄
与

現　インペリアル・カレッジ・
　　 ロンドン医学部外科教授

アラ・ワークス・ダルジ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ara Warkes Darzi
　　　　　　　　　　　　　　　（59歳）

英国

ロンドン市

旭中
日本･オーストラリア間の
交流の促進及び友好親
善に寄与

元　在ダーウィン日本国
 　　名誉総領事

ロズリン・ビビエン・ブレイチャー
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Roslynne Vivienne Bracher
　　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

オーストラリア

ニューサウス
ウェールズ州
シドニー市

旭中

カザフスタンにおける日
本語教育の発展及び日
本・カザフスタン間の相
互理解の促進に寄与

元　アル・ファラビ名称カザフ
　　 国立大学副学長
元　アル・ファラビ名称カザフ
 　　国立大学教授
元　アル・ファラビ名称カザフ
　　 国立大学東洋学部
 　　学部長

アブサタール・デルビサリ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Abdsattar Derbisali
　　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

カザフスタン

アルマティ市

旭中

日本・カナダ間の経済及
び文化関係の強化並び
に相互理解の促進に寄
与

現　ジャパン・ソサエティ会長
 　　兼事務局長

ベン・シプリエティ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ben Ciprietti
　　　　　　　　　　　　　　　（81歳）

カナダ

オンタリオ州
バーリントン市

令和元年春の外国人叙勲
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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・カナダ間の学術交
流及び相互理解の促進
に寄与

ケベック大学モントリオール校
名誉教授
元　ケベック大学
　　 モントリオール校副学長
元　ケベック州政府
　　 在日事務所代表

クロードイヴ・シャロン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Claude Yves Charron
　　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

カナダ

ケベック州
ブレインヴィル市

旭中
日本・サンマリノ間の交
流の促進及び友好親善
に寄与

現　在サンマリノ日本国
 　　名誉総領事
元　サンマリノ日本友好協会
　　 会長

レオ・アキッリ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Leo Achilli
　　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

サンマリノ

ドマニャーノ地区

旭中
日本・大韓民国間の経
済関係強化及び交流の
促進に寄与

現　トーレ・アドバンスト・
　　 マテリアルズ・コリア会長
現　（社）韓日経済協会
 　　常任理事

イ・ヨングァン
李　泳官
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Young-Kwan Lee
　　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

大韓民国

ソウル特別市

旭中
日本・大韓民国間の関
係強化及び友好親善に
寄与

元　在仙台総領事
現　韓日議員連盟事務総長

パク・ジョンホ
朴　正浩
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Park Jung Ho
　　　　　　　　　　　　　　　（73歳）

大韓民国

ソウル特別市

令和元年春の外国人叙勲
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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・大韓民国間の学
術交流及び相互理解の
促進に寄与

元　済州大学校総長

ホ・ヒャンジン
許　香珍
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Huh Hyangjin
　　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

大韓民国

済州特別自治道
済州市

旭中
日本・チェコ間の文化交
流の促進及び友好親善
に寄与

元　チェコ・日本友好協会会長

クリスティーナ・コパーチュコヴァー
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Kristina Kopackova
　　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

チェコ

プラハ市

旭中
鉄道分野における日本・
ドイツ間の技術協力の促
進に寄与

元　ドイツ鉄道研究・技術・統合
　　 システム担当役員
元　ドイツ鉄道インフラ会社
　　 最高経営責任者

ローラント・ハイニシュ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roland Heinisch
　　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

ドイツ

ヘッセン州
イトシュタイン市

旭中

日本・トルコ間の経済関
係強化及び日本企業の
インフラ・プラントの輸出
促進に寄与

現　チャルック・ホールディング
 　　会長
元　トルクメニスタン繊維産業省
　　 次官

アフメット・チャルック
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ahmet Calik
　　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

トルコ

イスタンブール県
イスタンブール市

令和元年春の外国人叙勲



－14－

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・パキスタン間の経
済交流及び相互理解の
促進に寄与

元　パキスタン日本ビジネス
 　　フォーラム会長

アブドゥル・カデル・ジャッファー
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Abdul Kader Jaffer
　　　　　　　　　　　　　　　（82歳）

パキスタン

シンド州
カラチ市

旭中

音楽分野における日本・
ハンガリー間の交流の促
進及び日本の若手音楽
家の育成に寄与

リスト音楽院弦楽器学部
チェロ学科名誉教授
元　リスト音楽院弦楽器学部
 　　チェロ学科栄誉教授

オンツァイ・チャバ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Onczaｙ Cｓａｂａ
　　　　　　　　　　　　　　　（72歳）

ハンガリー

ブダペスト市

旭中
芸術分野における日本・
バングラデシュ間の交流
の促進に寄与

ダッカ大学芸術学部
名誉教授
元　バングラデシュ国立博物館
 　　館長

マハムドゥル・ホック
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mahmudul Haque
　　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

バングラデシュ

ダッカ管区
ダッカ市

旭中
日本・ブラジル間の関係
強化及び議員間交流の
促進に寄与

元　伯日友好議員連盟会長
元　連邦下院議員

ヒデカズ・タカヤマ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hidekazu Takayama
　　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

ブラジル

パラナ州
クリチバ市

令和元年春の外国人叙勲



－15－

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

ブラジルにおける日系社
会の教育向上及び日
本・ブラジル間の大学間
交流の促進に寄与

元　アマゾニア連邦農業大学
　　 学長

スエオ・ヌマザワ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Sueo Numazawa
　　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

ブラジル

パラー州
ベレン市

旭中
防衛分野における日本・
フランス間の関係強化に
寄与

元　軍事省国際関係・戦略問題
 　　総局長
元　国防省戦略局長

フィリップ・エレラ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Philippe Errera
　　　　　　　　　　　　　　　（49歳）

フランス

パリ市

旭中
芸術分野における日本・
フランス間の交流の促進
に寄与

現　国立ギメ東洋美術館館長

ソフィー・マカリウ
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Sophie Makariou
　　　　　　　　　　　　　　　（52歳）

フランス

パリ市

旭中
芸術分野における日本・
フランス間の交流の促進
に寄与

現　パリ市立プティ・パレ
　　 美術館館長

クリストフ・ルリボー
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Christophe Leribault
　　　　　　　　　　　　　　　（54歳）

フランス

パリ市

令和元年春の外国人叙勲



－16－

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・ポーランド間の外
交・安全保障関係強化
及び文化交流の促進に
寄与

元　下院議員
元　欧州議会外務副委員長

ヤヌシュ・オヌィシュキエヴィチ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Janusz Onyszkiewicz
　　　　　　　　　　　　　　　（81歳）

ポーランド

ワルシャワ市

旭中

音楽分野における日本・
ポーランド間の交流の促
進及び日本の若手音楽
家の育成に寄与

現　フレデリック・ショパン
 　　音楽大学教授

ピオトル・パレチニ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Piotr Paleczny
　　　　　　　　　　　　　　　（73歳）

ポーランド

ワルシャワ市

旭中
日本・マレーシア間の学
術交流及び相互理解の
促進に寄与

元　マレーシア・イスラム
　　 科学大学理事長
元　マレーシア科学大学副学長
現　帝京マレーシア株式会社
　　 取締役

ズルキフリ・アブドゥル・ラザク
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Dzulkifli Abdul Razak
　　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

マレーシア

直轄区
クアラルンプール市

旭中
科学的助言を通じた日
本における海洋生物資
源の持続的利用に寄与

ケープタウン大学数学･
応用数学学部名誉教授
現　みなみまぐろ保存委員会に
　 　おける我が国アドバイザー

ダグラス・スチュアート・
バタワース
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Douglas Stuart
Butterworth
　　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

南アフリカ共和国

ロンデボッシュ

令和元年春の外国人叙勲



－17－

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

ルーマニアにおける日
本文化の紹介及び芸術
分野における日本・ルー
マニア間の交流の促進
に寄与

現　ラドゥ・スタンカ国立劇場
 　　総支配人
現　シビウ国際演劇祭総監督
現　シビウ・ルチアン・ブラガ
　　 大学教授

コンスタンティン・キリアック
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Constantin Chiriac
　　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

ルーマニア

シビウ県
シビウ市

旭中
舞台芸術を通じた日本・
ロシア間の交流の促進
に寄与

現　国立アカデミー・ボリショイ
　　 劇場総支配人

ウラジーミル・ゲオルギエヴィチ・
ウーリン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Vladimir Georgievich
Urin
　　　　　　　　　　　　　　　（72歳）

ロシア

モスクワ市

旭中
芸術分野における日本・
ロシア間の交流及び相
互理解の促進に寄与

現　A．S．プーシキン名称
　　 国立造形美術館館長

マリーナ・ジェボヴナ・ロシャク
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Marina Devovna Loshak
　　　　　　　　　　　　　　　（63歳）

ロシア

モスクワ市

旭中
医療分野における日本・
台湾間の技術協力の促
進に寄与

現　財団法人新光呉火獅
 　　記念医院董事長
現　財団法人台北市新光
　　 呉氏基金会董事長
現　台日文化経済協会理事
現　新光金融持株会社董事長
現　新光人寿保険株式会社
　　 董事長

ゴ・トウシン
呉　東進
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Wu Tung-Chin
　　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

―――――――

台湾
台北市

令和元年春の外国人叙勲



－18－

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
芸術分野における日本・
スイス間の交流及び相
互理解の促進に寄与

現　チューリッヒ大学哲学部
　　 東アジア芸術史学科
 　　学科長

ハンス・ビャーネ・トムセン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hans Bjarne Thomsen
　　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

アメリカ合衆国/
デンマーク

スイス
チューリッヒ州

フォルケッツヴィル市

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

現　ボストン日本協会会長

ウィリアム・W・ハント
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
William W. Hunt
　　　　　　　　　　　　　　　（56歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
ケンブリッジ市

旭小
映画音楽分野を通じた
日本・イタリア間の交流
の促進に寄与

作曲家

エンニオ・モリコーネ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ennio Morricone
　　　　　　　　　　　　　　　（90歳）

イタリア

ラツィオ州
ローマ市

旭小

イラクにおける日本研究
及び日本語教育の発展
並びに日本・イラク間の
学術交流の促進に寄与

現　バグダッド大学文学部
　　 歴史学科教授

マフムード・アブドルワーヒド・
エム・アル・カイシー
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mahmoud Abdulwahid
M. Al-QAYSI
　　　　　　　　　　　　　　　（50歳）

イラク

バグダッド市

令和元年春の外国人叙勲



－19－

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

ドイツにおける日本美術
の紹介及び日本・ドイツ
間の文化交流の促進に
寄与

元　ベルリン・アジア美術館
 　　館長

クラース・ライテンベーク
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Klaas Ruitenbeek
　　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

オランダ

ドイツ
ベルリン市

旭小
日本・キューバ間の友好
親善及び相互理解の促
進に寄与

元　アジアの家館長（初代）

テレシータ・エルナンデス・コラレス
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Teresita Hernández Corrales
　　　　　　　　　　　　　　　（57歳）

キューバ

ハバナ県

旭小
音楽を通じた日本・
キューバ間の友好親善
に寄与

歌手
現　音楽グループ「ブエナ・
　　 ビスタ・ソシアル・クラブ」
 　　ボーカル

オマラ・ポルトゥオンド・ペラエス
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Omara Portuondo Peláez
　　　　　　　　　　　　　　　（88歳）

キューバ

ハバナ県

旭小
中華人民共和国におけ
る日本語教育の発展に
寄与

元　香港城市大学助教授
元　香港理工大学助教授
現　香港日本語教育研究会
 　　会長

リョン・オンユック
梁　安玉
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Leung Onyuk
　　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

中華人民共和国

香港半山区

令和元年春の外国人叙勲
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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
科学技術分野における
日本・チリ間の交流の促
進に寄与

現　アクセス・ノーバ・リサーチ・
　　 プログラム長
現　チリ大学工学科学学部数学
 　　モデリングセンター
　　 イノベーション開発部長
現　チリ大学国際関係部長

エドゥアルド・ベラ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Eduardo Vera
　　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

チリ

サンティアゴ市

旭小

ドイツにおける日本工芸
の紹介及び日本・ドイツ
間の文化交流の促進に
寄与

元　ミュンスター漆芸博物館
　　 館長

モニカ・コップリン
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Monika Kopplin
　　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

ドイツ

ノルトライン＝ヴェスト
ファーレン州
ミュンスター市

旭小
日本・ドイツの地域間交
流及び相互理解の促進
に寄与

元　リンデン市長

ウルリッヒ・レンツ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ulrich Lenz
　　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

ドイツ

ヘッセン州
リンデン市

旭小

パラグアイにおける日系
社会の福祉向上及び日
本･パラグアイ間の相互
理解の促進に寄与

アスンシオン国立大学
名誉教授
元　アスンシオン国立大学
　　 医学部病理解剖学科長
 　　兼教授

エレナ・サチコ・カサマツ・デ・
バルボンティン
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Elena Satiko Kasamatsu De
Balbontin
　　　　　　　　　　　　　　　（77歳）

パラグアイ

アスンシオン市

令和元年春の外国人叙勲



－21－

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
防衛分野における日本・
ブラジル間の交流の促
進に寄与

元　空軍地上作戦センター長

アゴスチーニョ・シバタ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Agostinho Shibata
　　　　　　　　　　　　　　　（72歳）

ブラジル

連邦区
ブラジリア

旭小
日本・ブラジルの地域間
交流及び相互理解の促
進に寄与

元　クリチバ市長

カシオ・タニグチ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Cassio Taniguchi
　　　　　　　　　　　　　　　（77歳）

ブラジル

パラナ州
クリチバ市

旭小

ブラジルにおける日系社
会の福祉向上及び日
本・ブラジル間の交流の
促進に寄与

現　サンパウロ日伯援護協会
　　 会長
元　ブラジル日本都道府県人会
 　　連合会会長

アキオ・ウエハラ・ヨギ
与儀　上原　昭雄
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Akeo Uehara Yogui
　　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

旭小

ブラジルにおける日本語
及び日本文化の普及並
びに日本・ブラジル間の
学生交流の促進に寄与

現　アルモニア学園理事長

タダヨシ・ワダ
和田　忠義
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Wada Tadayosi
　　　　　　　　　　　　　　　（86歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

令和元年春の外国人叙勲
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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
舞踊・演劇を通じた日
本・フランス間の交流の
促進に寄与

現　国立シャイヨー舞踊劇場
　　 館長兼芸術監督

ディディエ・デシャン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Didier Deschamps
　　　　　　　　　　　　　　　（65歳）

フランス

パリ市

旭小

日本・フランス間の文化
交流及び相互理解の促
進に寄与

元　「日本におけるフランス年」
 　　協会事務局長兼
　　 実行委員長
元　大統領特命アドバイザー

（宝五）

ヴァレリー・テラノヴァ
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Valérie Terranova
　　　　　　　　　　　　　　　（55歳）

フランス

パリ市

旭小

考古学分野における日
本・ブルガリア間の学術
交流及び相互理解の促
進に寄与

考古学者
元　ブルガリア科学アカデミー
　　 附属国立考古学研究所・
 　　博物館教授

ディアナ・ゲルゴヴァ
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Diana Gergova
　　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

ブルガリア

ソフィア市

旭小
ベトナムにおける日本文
学及び日本語教育の普
及に寄与

翻訳家・通訳者
現　ナムディン日本語・
　　 日本文化学院校長

ファム・フー・ロイ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Phạm Hữu Lơi
　　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

ベトナム

ナムディン省
ナムディン市

令和元年春の外国人叙勲
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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

ペルーにおける日本研
究の発展及び日本・ペ
ルー間の相互理解の促
進に寄与

現　国立サン・マルコス大学
 　　経済学部教授

カルロス・アルベルト・アキノ・
ロドリゲス
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Carlos Alberto Aquino
Rodｒíguez
　　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

ペルー

リマ市

旭小

ミャンマーにおける日本
語教育の発展及び日
本・ミャンマー間の友好
親善に寄与

元　ヤンゴン外国語大学教授・
 　　日本語学科長
元　ミャンマー元日本留学生
　　 協会会長

シー・シー・シェイン
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Si Si Shein
　　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

ミャンマー

ヤンゴン市

旭小
日本・メキシコ間の関係
強化及び議員間交流の
促進に寄与

元　連邦下院墨日友好
 　　議員連盟会長
元　レオン市議会議員

ベアトリス・エウヘニア・
ヤマモト・カサレス
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Beatriz Eugenia
Yamamoto Cázares
　　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

メキシコ

グアナファト州
レオン市

旭小

杉原千畝氏の功績紹介
を通じた対日理解の促
進及び日本・リトアニア
の地域間交流の促進に
寄与

現　カウナス市長

ビスバルダス・マティヨシャイティス
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Visvaldas Matijošaitis
　　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

リトアニア

カウナス市

令和元年春の外国人叙勲



－24－

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・ロシアの地域間交
流及び相互理解の促進
に寄与

元　ハバロフスク市長
元　日ロ沿岸市長会議ロシア側
　　 議長

アレクサンドル・ニコラエヴィチ・
ソコロフ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Alexander Nikolaevich
Sokolov
　　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

ロシア

ハバロフスク地方

旭小
ロシアにおける日本語教
育の発展及び日本文化
の普及に寄与

現　サンクトペテルブルク市
 　　第83番学校校長

ナタリア・アルベルトヴナ・
ポリャコヴァ
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Natalia Albertovna Poliakova
　　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

ロシア

サンクトペテルブルク
市

旭双
ザンビアにおける柔道の
普及に寄与 元　ザンビア柔道協会会長

ジュード・マッケンナ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jude Mckenna
　　　　　　　　　　　　　　　（84歳）

アイルランド

ダブリン市

旭双
日本・アメリカ合衆国の
地域間交流及び相互理
解の促進に寄与

現　コロラド州
　　 ブルームフィールド
 　　市郡行政長

チャールズ・シュンスケ・オザキ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Charles Shunsuke Ozaki
　　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

アメリカ合衆国

コロラド州
ブルーム

フィールド市郡

令和元年春の外国人叙勲



－25－

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・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　マサチューセッツ州
　　 下院議員

 

ケイコ・マツド・オラール
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Keiko Matsudo Orrall
　　　　　　　　　　　　　　　（51歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
レークビル市

旭双
姉妹都市交流の推進を
通じた日本･アメリカ合衆
国間の友好親善に寄与

元　全米国際姉妹都市協会
 　　ワシントン州代表
元　エスニック・ヘリテージ・
　　 カウンシル会長
現　シアトル姉妹都市協会会長

バートン・E・バード・ジュニア
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Burton E. Bard Jr．
　　　　　　　　　　　　　　　（85歳）

アメリカ合衆国

ワシントン州
レイクフォーレスト

パーク市

旭双
日本・アルジェリア間の
経済関係強化に寄与

現　日・アルジェリアビジネス
　　 クラブ会長

ムスタファ・メキデシュ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mustapha Mekideche
　　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

アルジェリア

アルジェ県
スタウェリ市

旭双
日本・インド間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

現　印日福祉文化協会会長

パビトラ・サルカル
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Pabitra Sarkar
　　　　　　　　　　　　　　　（83歳）

インド

西ベンガル州
コルカタ市

令和元年春の外国人叙勲



－26－

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

エストニアにおける日本
文学の紹介及び日本・
エストニア間の相互理解
の促進に寄与

フリーランス作家・翻訳家

アグ・シサスク
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Agu Sisask
　　　　　　　　　　　　　　　（78歳）

エストニア

ハリュー県
ヴィームシ市

旭双
オーストラリアにおける日
本文化の紹介及び対日
理解の促進に寄与

現　カウラ日本庭園文化
 　　センター財団理事長

ロバート・ジョン・グリフィス
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robert John Griffiths
　　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

オーストラリア

ニューサウス
ウェールズ州

カウラ市

旭双

オーストリアにおける日
本美術の紹介及び日
本・オーストリア間の文化
交流の促進に寄与

元　オーストリア国立ウィーン
 　　応用美術博物館
　　 アジア作品学芸員

ヨハネス・ヴィーニンガー
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Johannes Wieninger
　　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

オーストリア

ウィーン市

旭双
オランダにおける日本美
術の紹介及び普及に寄
与

現　私設美術館「日本の版画」
 　　館長

エリセ・ヴェッセルス・ファン・ハウト
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Elise Wessels-Van Houdt
　　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

オランダ

北ホラント州
アムステルダム市

令和元年春の外国人叙勲



－27－

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
姉妹都市交流の推進を
通じた日本・カナダ間の
友好親善に寄与

現　リンゼイ・名寄姉妹都市
　　 委員会委員長

ヘザー・リンゼイ・ブラックウッド・
ニューマン
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Heather Lindsay Blackwood
Newman
　　　　　　　　　　　　　　　（78歳）

カナダ/英国

オンタリオ州
カワサレイク市

旭双
ギリシャにおける生け花
の普及を通じた対日理
解の促進に寄与

現　いけばな小原流ギリシャ
　　 支部会長

ヨアンナ・ハリトゥ・バルチック
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Joanna Charitou Barczyk
　　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

ギリシャ

アテネ市

旭双
日本・大韓民国間の経
済関係強化及び友好親
善に寄与

現　済州商工会議所会長
現　済州特別自治道
 　　韓日親善協会会長

キム・デヒョン
金　大亨
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kim Daehyung
　　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

大韓民国

済州特別自治道
済州市

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　オスナブリュック独日友好
　　 協会会長

ヨハネス・アイト
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Johannes Eidt
　　　　　　　　　　　　　　　（82歳）

ドイツ

ニーダーザクセン州
オスナブリュック市

令和元年春の外国人叙勲



－28－

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・ドイツ間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

現　バーデン＝ヴュルテン
　　 べルク独日協会会長

ヴォルフガング・グローセ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Wolfgang Grosse
　　　　　　　　　　　　　　　（78歳）

ドイツ

バーデン＝
ヴュルテンべルク州
ヴィンターバッハ市

旭双
日本・フィリピン間の相互
理解の促進に寄与

元　比日婦人協会会長

マリア・エレナ・ラウレル・ロイナズ
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Ma.Elena Laurel Loinaz
　　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

フィリピン

マニラ首都圏
モンテンルパ市

旭双
日本・ブラジル間の経済
関係強化及び友好親善
に寄与

元　パラナ日伯商工会議所
 　　会頭

ヨシアキ・オオシロ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Yoshiaki Oshiro
　　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

ブラジル

パラナ州
コロンボ市

旭双

ブラジルにおける日系社
会の福祉向上及び日
本・ブラジル間の文化交
流の促進に寄与

元　ブラジル中西部日伯協会
　　 連合会会長

エルミニオ・ヒデオ・スギノ
杉野　英雄　エルミニオ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hermínio Hideo Suguino
　　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

ブラジル

連邦区
ブラジリア

令和元年春の外国人叙勲



－29－

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

ブラジルにおける日系社
会の福祉向上及び日
本・ブラジル間の文化交
流の促進に寄与

現　ノロエステ連合日伯
 　　文化協会会長
元　ビリグイ日伯文化体育
　　 協会会長

シンイチ・ヤスナガ
安永　信一
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Shinichi Yassunaga
　　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

ブラジル

サンパウロ州
ビリグイ市

旭双

ブラジルにおける日本文
化の紹介及び日本・ブラ
ジル間の友好親善に寄
与

元　一心太鼓会長
現　パラナ・サッカー・
 　　テクニカル・センター
　　 設立者
元　ブラジル日本移民
　　 100周年祭
 　　ロンドリーナ市日本移民
　　 100周年祭典委員長

アツシ・ヨシイ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Atsushi Yoshii
　　　　　　　　　　　　　　　（80歳）

ブラジル

パラナ州
ロンドリーナ市

旭双
日本・フランス間の友好
親善及び相互理解の促
進に寄与

現　日マルリー友好協会会長

ジゼル・ティリアール
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Gisele　Thirriard
　　　　　　　　　　　　　　　（78歳）

フランス

マルリー市

旭双

ボリビア及びスペインに
おける日本文学の普及
及び対日理解の促進に
寄与

作家・詩人

ペドロ・シモセ・カワムラ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Pedro Shimose Kawamura
　　　　　　　　　　　　　　　（79歳）

ボリビア/スペイン

スペイン
マドリード市

令和元年春の外国人叙勲



－30－

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・メキシコ間の経済
関係強化及び相互理解
の促進に寄与

現　メキシコ国際企業連盟
 　　バヒオ支部長

ミゲル・アンヘル・
フランジュッティ・ゴメス
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Miguel Ángel
Franyutti Gómez
　　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

メキシコ

グアナファト州
レオン市

旭双

モーリシャスにおける空
手の普及及び日本・
モーリシャス間の友好親
善に寄与

現　全モーリシャス空手連盟
　　 会長

ジョージ・リ・イン・ピン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
George Li Ying Pin
　　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

モーリシャス

ポートルイス市

旭双
日本・ロシア間の人的交
流及び相互理解の促進
に寄与

現　ユジノサハリンスク市
 　　地域社会団体
　　 「サハリン-日本友好
 　　協会」会長

ガリーナ・ヴァシリエヴナ・
ズラジャエヴァ
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Galina Vasilievna
Zrazhaeva
　　　　　　　　　　　　　　　（73歳）

ロシア

サハリン州
ユジノサハリンスク市

旭双
芸術分野における日本・
ロシア間の交流及び相
互理解の促進に寄与

現　A．S．プーシキン名称国立
　　 造形美術館上級研究員、
 　　東洋絵画・版画首席学芸員

アイヌーラ・イシェンバエヴナ・
ユスポヴァ
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Ainura Ishenbaevna
Yusupova
　　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

ロシア

モスクワ市

令和元年春の外国人叙勲



－31－

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・台湾間の相互理
解の促進に寄与

翻訳家
元　宜蘭県史館「日文宜蘭文献
　　 翻訳計画」責任者

リ・エイモ
李　英茂
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Li Ying-Mao
　　　　　　　　　　　　　　　（89歳）

―――――――

台湾
宜蘭県

旭単
アメリカ合衆国における
日本文化の紹介及び対
日理解の促進に寄与

元　森上博物館・日本庭園
 　　文化部長

ジョン・トーマス・グレガーセン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
John Thomas Gregersen
　　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

アメリカ合衆国

フロリダ州
デルレイビーチ市

旭単

アルゼンチンにおける日
系社会の福祉向上及び
日本・アルゼンチン間の
友好親善に寄与

元　アルゼンチン・セントロ・
　　 ニッケイ会長
元　亜日文化財団理事長

ロベルト・アラカキ
ロベルト　新垣
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roberto　Arakaki
　　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

アルゼンチン

ブエノスアイレス市

旭単
エジプトにおける柔道の
普及及び対日理解の促
進に寄与

元　エジプト柔道・合気道・
 　　相撲連盟
　　 柔道ナショナルチーム
 　　技術顧問
元　エジプト柔道
　　 ナショナルチーム選手

ムハンマド・アリ・アハマド・
ラシュワン
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mohamed Aly Ahmed
Rashwan
　　　　　　　　　　　　　　　（63歳）

エジプト

アレキサンドリア県
アレキサンドリア市

令和元年春の外国人叙勲



－32－

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
日本・スリランカ間の友
好親善及び相互理解の
促進に寄与

元　スリランカJICA帰国研修員
　　 同窓会事務局長
元　笹川記念スリランカ日本
　　 文化センター・トラスト会長

ウパリ・スタンレー・ジャヤセーカラ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Upali Stanley Jayasekera
　　　　　　　　　　　　　　　　（88歳）

スリランカ

コロンボ市

旭単
印籠の研究を通じた海
外における日本文化の
普及に寄与

印籠研究家・収集家

ハインズ・クレス
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Heinz Kress
　　　　　　　　　　　　　　　（84歳）

ドイツ

フィンランド
リリェンダール

旭単
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　サウーデ文化体育協会
 　　会長

ジョージ・キノシタ
木下　ジョージ
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jorge Kinoshita
　　　　　　　　　　　　　　　（81歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

旭単
美術分野における日本・
ブラジル間の交流の促
進に寄与

画家

タナカ・シロー
田中　駟郎
Tanaka Shiro
　　（通称）
　 　フラビオ・シロー
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
　　　　　　　　　　　　　　　（90歳）

ブラジル

リオデジャネイロ州
リオデジャネイロ市

令和元年春の外国人叙勲
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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

ペルーにおける日系社
会の福祉向上並びに日
本・ペルー間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　ペルー日系婦人会会長

イサベル・サイトウ・サイトウ
　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Ysabel Saito Saito
　　　　　　　　　　　　　　　（91歳）

ペルー

リマ市

旭単
日本・南アフリカ共和国
間の文化交流の促進に
寄与

ケープタウン・ジャパンクラブ
名誉副会長

ハンス・ピーター・シュローダー
　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hans-Peter Sｃｈｒöder
　　　　　　　　　　　　　　　（80歳）

南アフリカ共和国

西ケープ州
ステレンボッシュ市

令和元年春の外国人叙勲
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