外務大臣表彰受賞者
リスト（個人）

受賞者氏名

現職・肩書き

功績概要

現住所

1 ハツロウ アイザワ

アジア美術館理事

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国サンフランシスコ市

2 有水 恵美子（ありみず えみこ）

裏千家アルゼンチン協会会長

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

3 アン・スー・ムイ・フレディ

茶道裏千家淡交会シンガポール協会会長

日本とシンガポールとの文化交流の促進

シンガポール

ハーモ二ア・オペラ・カンパニー代表兼舞台芸術監督

音楽を通じた国際文化交流の促進

アメリカ合衆国ニューヨーク市

益記海運有限公司社長

日本と香港との相互理解の促進

香港

4

飯沼 繁子（いいぬま しげこ）
（飯沼 恵美子（いいぬま えみこ））

5 池ヶ谷 和男（いけがや かずお）
6 ジョージ イセリ

イセリ・エンタープライズ社社長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国オンタリオ市

サチヨイトー・アンド・カンパニー主宰

アメリカ合衆国における日本文化の普及

アメリカ合衆国ニューヨーク市

8 糸見 偲（いとみ しのぶ）

汎ヨーロッパピクニック財団理事

日本とハンガリーとの相互理解の促進

ハンガリー国ブタペスト市

9 井上

井上室内アンサンブル代表兼芸術監督

音楽を通じた国際文化交流の促進

アメリカ合衆国ニューヨーク市

10 カラティギナ・マルガリータ・イワーノヴナ

モスクワ国立音楽院国際活動プログラム部部長

音楽を通じた日本とロシアとの文化交流の促進

ロシア国モスクワ市

11 岩﨑 大藏（いわさき だいぞう）

世界盆栽友好連盟副会長

諸外国における日本文化の普及

愛媛県新居浜市

12 上野 至（うえの いたる）

在亜日本商工会議所事務局長

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

13 梅林 正直（うめばやし まさなお）

三重大学名誉教授、植樹ボランティア

タイにおける国際協力の推進

タイ国チェンマイ市

14 大竹

前グアム日本人会理事

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ領グアム島

15 大村 幸弘（おおむら さちひろ）

（財）中近東文化センター付属アナトリア考古学研究所所長

トルコにおける考古学を通じた学術交流の促進

東京都日野市

16 片岡

A&TK.Inc経営コンサルタント会社 CEO

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国トロイ市

17 木川 統一郎（きがわ とういちろう）

お茶の水法律特許事務所所長

日本とドイツとの相互理解の促進

神奈川県横浜市

18 北浦 康成（きたうら やすなり）

スペイン合気道文化協会会長

スペインにおける日本文化の普及

スペイン国マドリード市

19 金 春美（きむ ちゅんみ）

高麗大学校日本研究センター日本翻訳院院長

日本と大韓民国との相互理解の促進

大韓民国ソウル市

20 メアリー・ガードナー・ゲイツ

シアトル美術館館長

美術を通じた日本とアメリカ合衆国との文化交流の促進

アメリカ合衆国シアトル市

Challenger TAFE 非常勤講師

日本とオーストラリアとの相互理解の促進

オーストラリア国アップルクロス町

22 イジュラル・ハイダル・ザイディ

パキスタン日本文化協会(PJCA)イスラマバード支部長

日本とパキスタンとの相互理解の促進

パキスタン国イスラマバード市

23 坂井 音重（さかい おとしげ）

観世流能楽師

諸外国における日本伝統文化の普及

東京都渋谷区

24 スゥエン 博江（すぅえん ひろえ）

陶芸家

オーストラリアにおける日本文化の普及

オーストラリア国ウィンビヤン市

25 外尾 悦郎（そとお えつろう）

サグラダ・ファミリア聖堂彫刻家

日本とスペインとの文化交流の促進

スペイン国カビリルス市

26 高木 香世子（たかぎ かよこ）

マドリード・アウトノマ大学常任助教授

日本とスペインとの相互理解の促進

スペイン国マドリード市

27 髙橋 久雄（たかはし ひさお）

フレスコ画家

美術を通じた日本とフランスとの文化交流の促進

フランス国オータン市

28 高谷 尚子（たかや なおこ）

サスカツーン補習授業校教諭

日本とカナダとの相互理解の促進

カナダ国サスカツーン市

29 千葉 忠夫（ちば ただお）

バンクミケルセン記念財団理事長

社会福祉における国際協力の推進

デンマーク国

7 伊藤 さちよ（いとう

21

さちよ）

和子（いのうえ かずこ）

節子（おおたけ せつこ）

晃（かたおか あきら）

十川 澤子（そがわ つやこ）
（コーベニ 澤子）

30 辻田 協二（つじた

きょうじ）

ヘブライ大学東アジア学科日本語教育主任

日本とイスラエルとの相互理解の促進

大阪府吹田市

元ヘブライ大学東アジア学科専任講師

日本とイスラエルとの相互理解の促進

大阪府吹田市

32 エイコ・デューク

茶道裏千家準教授

スウェーデンにおける日本文化の普及

スウェーデン国ストックホルム市

33 中西 眞理（なかにし まり）

ケアチームジャパン代表（ＣＴＪ）

スイスにおける邦人援護活動

スイス国チューリッヒ市

34 野口 忠行（のぐち ただゆき）

画家

美術を通じた日本とペルーとの文化交流の促進

福岡県大川市

エスパス ハットリ・日仏文化センター代表取締役

日本とフランスとの相互理解の促進

フランス国パリ市

31 辻田 真理子（つじた
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まりこ）

服部 祐子（はっとり さちこ）
（サチコ・ソルニエ・ブラッシュ）

36 ヨアンナ・エカテリーニ・バルチック

ヨーロッパ小原流いけばな教授者連盟会長

ギリシャにおける日本文化の普及

ギリシャ国アテネ市

ラマクリシュナミッション日本語学科長

日本とインドとの相互理解の促進

インド国コルカタ市

38 ブレア 照子（ぶれあ てるこ）

文筆家

日本とオーストラリアとの相互理解の促進

オーストラリア国キャンベラ市

39 レネ・ホレナー

ホームケアコンサルタント ケア アカデミー オブ デンマーク代表

介護分野の日本における制度の発展

デンマーク国コペンハーゲン市

40 アンジェラ・ホンドゥル

ヒペリオン大学言語学部日本語・日本文学科教授

日本とルーマニアとの相互理解の促進

ルーマニア国ブカレスト市

41 キャスリーン・Ｗ・マサルスキー

５大学連合東アジア研究センター所長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国アムハースト町

42 松下 満雄（まつした みつお）

成蹊大学法科大学院教授

国際貿易における紛争解決制度の発展

東京都西東京市

43 ヨウジ ・J ・マツシマ

ポートランド日系人会理事

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

アメリカ合衆国ポートランド市

44 マニソット・ケオダラ

ラオス日本人材開発センター所長

日本とラオスとの相互理解の促進

ラオス国ビエンチャン市

45 万代 利夫（まんだい としお）

クアラルンプール日本人会副会長

日本とマレーシアとの相互理解の促進

マレーシア国クアラルンプール市

46 三宅 理一（みやけ りいち）

慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授

諸外国との学術交流の促進

東京都目黒区

47 クラウディウス・ミュラー

国立ミュンヘン民族学博物館館長

日本とドイツとの文化交流の促進

ドイツ国ミュンヘン市

48 安居 祥策（やすい しょうさく）

中小企業金融公庫総裁

日本と諸外国との相互理解の促進

東京都千代田区

49 ヤスナカ ツヨシ

元モントリオール日系文化会館会長

日本とカナダとの相互理解の促進

カナダ国モントリオール市

50 ツヴェトコヴァ、ニーナ・ユーリエヴナ

サンクトペテルブルグ露日協会事務局長

日本とロシアとの相互理解の促進

ロシア国サンクトペテルブルク市

51 吉田 英二（よしだ えいじ）

ソフィア日本人会副会長

日本とブルガリアとの相互理解の促進

ブルガリア国ソフィア市
沖縄県宜野湾市

37

藤原 和子 （ふじわら かずこ）
（二ガム 和子）

52 ラビンス 恵子（らびんす
53

けいこ）

レシュニコフスカ 香寿（れしゅにこふすか か
ず）

54 ハフィズ・Ｓ．Ａ．レフマン

（社）いけばなインターナショナル沖縄支部特別顧問

諸外国における日本文化の普及

マケドニア・日本友好協力協会会員

日本とマケドニアとの相互理解の促進

マケドニア国スコピエ市

パキスタン日本文化協会(PJCA)イスラマバード副支部長

日本とパキスタンとの相互理解の促進

パキスタン国イスラマバード市
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