
外務大臣表彰　受賞者リスト（個人）

番号 受賞者名 現職・肩書き 功績概要 現住所

1 生田　勇治(いくた　ゆうじ） アマゾニア日伯援護協会会長 ブラジルにおける邦人援護活動 ブラジル国パラー州ベレン市

2 池田　俊一（いけだ　しゅんいち） オーストラリア国立大学アジア研究学部准教授 日本とオーストラリアとの学術交流の促進 オーストラリア国首都特別区キャンベラ市

3 石井　久子（いしい　ひさこ） レストラン日本亭社長 日本料理を通じた我が国外交活動への支援 タイ国バンコク都

4 一色田　眸（いしきだ　ひとし） 花卉栽培業（アルゼンチン日本人移民史編纂委員会委員長） 日本とアルゼンチンとの相互理解の促進 アルゼンチン国ブエノスアイレス州アルミランテブラウン市

5 イトウ　スミオ アマゾニア日伯援護協会アマゾニア病院医師 ブラジルにおける邦人援護活動 ブラジル国パラー州ベレン市

6 稲嶺　盛信（いなみね　せいしん） 前アルゼンチン拓殖協同組合理事長 日本とアルゼンチンとの相互理解の促進 アルゼンチン国ブエノスアイレス市

7 稲森　俊介（いなもり　しゅんすけ） 社団法人アジア国際交流機構理事長 日本とアジア諸国との相互理解の促進 日本国東京都港区

8 リマンタス・ヴァイトクス リトアニア日本友好協会会長 日本とリトアニアとの相互理解の促進 リトアニア国ビルニュス市

9 レヌー・ウボン バンコク病院　日本人クリニック医長 タイにおける邦人援護活動 タイ国バンコク都ラクシ区

10 大貫　良夫（おおぬき　よしお） 東京大学名誉教授 日本とペルーとの学術交流の促進 日本国東京都世田谷区

11 沖　猛雄（おき　たけお） 名古屋大学名誉教授　技術顧問 技術協力分野における国際協力の推進 日本国愛知県津島市

12 エンヒッケ　タケシ　オチ アマゾニア日伯援護協会アマゾニア病院医師 ブラジルにおける邦人援護活動 ブラジル国パラー州ベレン市12 エンヒッケ　タケシ　オチ アマゾニア日伯援護協会アマゾニア病院医師 ブラジルにおける邦人援護活動 ブラジル国パラー州ベレン市

13 郭　永沺（かく　えいでん） 大連市中日友好学友会名誉会長 日本と中華人民共和国との相互理解の促進 中華人民共和国遼寧省大連市

14
加藤　邦彦、加藤　温子
（かとう　くにひこ、かとう　あつこ）

彫刻家（邦彦氏）・画家（温子氏） 日本とドイツとの相互理解の促進 ドイツ国バイエルン州フュルト市

15 オイティップ　ガブアンポン 江戸屋レストラン社長 日本料理を通じた我が国外交活動への支援 タイ国バンコク都

16 北　　京子（きた　きょうこ） 草月会　理事（前草月コロラド支部長） アメリカ合衆国における日本文化の普及 アメリカ合衆国コロラド州ホウィートリッジ市

17 倉沢　澄夫（くらさわ　すみお） タイ国相撲連盟会長 タイにおける相撲の普及 タイ国バンコク都ワッタナー区

18 ウィリアム・クレメント ロイヤル・スコティッシュ・カントリー・ダンス協会名誉会長 日本と英国との相互理解の促進 英国ダンフリース・アンド・ギャロウェ市

19
黒田　昭子(くろだ　あきこ）
（芸名：黒田　呆子）

黒田バレエスクール学校長 日本と諸外国との文化交流の促進 日本国福岡県北九州市

20 ヤン・グロテア ハンブルク財政裁判所長 日本とドイツとの相互理解の促進 ドイツ国ハンブルク市

21 メルヴィル　ＲＪ　ゲスト インペリアル・カレッジ企業・対外関係担当上級アドバイザー 日本と英国との相互理解の促進 英国ロンドン市

22 エカテリーナ ユーリエヴナ　ゲニエヴァ 全ロシア国立外国文献図書館館長 日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア国モスクワ市

23 小嶋　勲（こじま　いさお） 小田原国際交流協会会長 日本と諸外国との相互理解の促進 日本国神奈川県小田原市

24 サイド・キミコ サイドライン・インターナショナル輸出入会社　取締役員 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国コロラド州デンバー市

25 雜本　久雄（さいもと　ひさお） バンクーバー日本語学校並びに日系人会館　名誉理事長 日本とカナダとの相互理解の促進 カナダ国バンクーバー市

26 櫻井　國俊（さくらい　くにとし） 沖縄大学学長 廃棄物管理分野における国際協力の推進 日本国沖縄県那覇市

27 重盛　千香子（しげもり　ちかこ） リュブリャナ大学文学部アジア・アフリカ研究学科日本研究講座講師 日本とスロベニアとの相互理解の促進 スロベニア国リュブリャナ市

28
篠田　美佐子（しのだ　みさこ）
（芸名：紺野美沙子）

国連開発計画親善大使 国際機関における開発援助の推進 日本国神奈川県横浜市

29 シュミット・サチコ ブリギッテナウ市民大学講師、芸術家 オーストリアにおける日本文化の普及 オーストリア国ウィーン市
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30 スリ・クスマリアンティ・ヤスリル JICAインドネシア事務所安全対策クラーク インドネシアにおける国際協力の推進 インドネシア国ジャカルタ首都特別州

31 田内　基（たうち　もとい） 社会福祉法人「こころの家族」理事長 日本と大韓民国との相互理解の促進 日本国大阪府堺市

32 髙橋　道郎（たかはし　みちお） 東ティモール日本文化センター代表 日本と東ティモールとの相互理解の促進 日本国宮城県仙台市

33 高原　守（たかはら　まもる） ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブル　音楽監督兼常任指揮者
音楽を通じた日本とアメリカ合衆国との文化交流の促
進

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市

34 竹下　守夫（たけした　もりお） 駿河台大学総長 カンボジアにおける国際協力の推進 日本国東京都国立市

35 田澤　耕（たざわ　こう） 法政大学　国際文化学部　教授 日本とスペインとの相互理解の促進 日本国兵庫県神戸市

36 田中　清彦（たなか　きよひこ） アンディーノ社社長 日本とボリビアとの相互理解の促進 ボリビア共和国ラパス県ラパス市

37 田中　靖郎（たなか　やすお） マックスプランク宇宙物理学研究所客員教授 日本と諸外国との学術交流の促進 ドイツ国バイエルン州ガルヒンク市

38 谷川 　真理（たにがわ　まり） マラソンランナー（アミノバイタル（味の素）ＡＣ所属） 地雷問題における国際協力の推進 日本国東京都荒川区

39 谷口　安平(たにぐち　やすへい） 京都大学名誉教授　弁護士 国際機関における紛争解決 日本国東京都新宿区

40 段　躍中（だん　やくちゅう） 日本僑報社編集長 日本と中華人民共和国との相互理解の促進 日本国東京都豊島区

41 鄭　求宗（ちょん　ぐじょん） 東西大学校日本研究センター所長 日本と大韓民国との相互理解の促進 大韓民国ソウル特別市41 鄭　求宗（ちょん　ぐじょん） 東西大学校日本研究センター所長 日本と大韓民国との相互理解の促進 大韓民国ソウル特別市

42
サムエル　勲　戸田　渡辺
（さむえる　いさお　とだ　わたなべ）

日墨協会会長 日本とメキシコとの相互理解の促進 メキシコ国メキシコ市

43 鳥海　靖（とりうみ　やすし） 東京大学名誉教授 日本と諸外国との相互理解の促進 日本国東京都目黒区

44 中井 元子（なかい　もとこ） 茶道裏千家　師範 ベネズエラにおける日本文化の普及 ベネズエラ国カラカス首都区リベルタドール市

45 西　昭三（にし　しょうぞう） シボリ　リミターダ取締役社長 日本とボリビアとの相互理解の促進 ボリビア共和国ラパス県ラパス市

46 根岸　美智子　（ねぎし　みちこ） マリア・イネス職業センター校長  マリア・イネス中学校校長　兼務 シエラレオネにおける国際協力の推進 シエラレオネ国ポートロコ県ルンサ

47 アブド・エルアジム・エルタンタウィ・バダウィ FAOスーダン稲作プロジェクト国際チームリーダー エジプトにおける国際協力の推進 エジプト国ギザ県

48 原　義満（はら　よしみつ） レストラン石亭社長 日本料理を通じた我が国外交活動への支援 タイ国バンコク都

49 久木　利夫（ひさき　としお） 花卉栽培業（元エスコバール日本人会会長） 日本とアルゼンチンとの相互理解の促進
アルゼンチン国ブエノスアイレス州ベレン・デ・エスコバール
市

50 アイリーン・ヒラノ 米日カウンシル会長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国ワシントン・コロンビア特別区

51 ウドムスリ・プライサンクル 華道家（元池坊バンコク支部長） タイにおける日本文化の普及 タイ国バンコク都ワッタナー区

52 ディモス　ブラチャノス ギリシャ日本協会会長 日本とギリシャとの相互理解の促進 ギリシャ国アテネ市

53 エドヴァルド・フリートウッド 瑞日基金事務局長 日本とスウェーデンとの相互理解の促進 スウェーデン国ストックホルム市

54 芙美子・プレイスター（ふみこ　ぷれいすたー） ホバート市焼津姉妹都市委員会委員 日本とオーストラリアとの相互理解の促進 オーストラリア国タスマニア州サンディーベイ市

55 ラウル・アルマンド・ベルトラン・オシオ ボリビア国立サンアンドレス大学医学部　脳神経外科学助教授 ボリビアにおける邦人援護活動 ボリビア共和国ラパス県ラパス市

56 フアン・ホセ・ボニーリャ・パラシオス ペルー文部科学省帰国留学生協会元会長 日本とペルーとの相互理解の促進 ペルー国リマ市

57 エレーヌ　ボンジャン プロバンス・ジャポン協会会長 日本とフランスとの相互理解の促進 フランス国ル・トール市

58
前田　幸康、　前田　成子（まえだ　ゆきやす、ま
えだ　しげこ）

音楽家・独日協会フライブルク松山会会長（幸康氏）
国際環境協力コーディネーター（成子氏）

日本とドイツとの相互理解の促進 ドイツ国バーテン・ヴュルテンベルク州フライブルク市
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59 ロス・デイビッド・マキノン ブリスベン市立植物園園長 日本とオーストラリアとの相互理解の促進 オーストラリア国クイーンズランド州ブリスベン市

60 アンディー・マツイ マツイ・ナーセリー社社長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国カリフォルニア州ペブルビーチ市

61 的場　博子（まとば　ひろこ） 株式会社マトバ　代表取締役 日本と中南米諸国との相互理解の促進 日本国東京都港区

62 ネリー・アナ・マルバッシ アルゼンチン池坊会員（元会長） アルゼンチンにおける日本文化の普及 アルゼンチン国ブエノスアイレス市

63 カルビン・カツミ・マンショウ シカゴ日系人共済会　会長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市

64 森嶌　昭夫（もりしま　あきお） 特定非営利活動法人　日本気候政策センター　理事長 アジア諸国における国際協力の推進 日本国愛知県名古屋市

65 山本　陽三（やまもと　ようぞう） パラー日系商工会議所副会頭 ブラジルにおける邦人援護活動 ブラジル国パラー州ベレン市

66 フランシス・Ｐ・レメリー 大カンザスシティ日本祭実行委員会　委員長 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進 アメリカ合衆国カンザス州プレイリービレッジ町

67 若井　節子（わかい　せつこ） 日港ー遠東宣伝有限公司董事総経理 日本と香港との相互理解の促進 香港
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