
日ブラジル外交関係樹立１２０周年外務大臣表彰者リスト

公館名 個人 番号 氏名 功績概要 主要経歴

在ブラジル
大使館

    個人 1 矢田正江
ブラジルにおける日本文化
および日本語教育の普及

日本語教師
ブラジリア日本語普及協会副理事長
ブラジリア日本語モデル校教務主任

在ブラジル
大使館

    個人 2 クニヨシ・タカキ・ヤスナガ
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展

ブラジリア日伯文化協会会長兼ブラジル中西部日伯協会連合会副会長
ブラジリア中西部日伯協会連合会会長
ブラジリア中西部日伯協会連合会副会長

在ブラジル
大使館

    個人 3 山縣幸雄
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展

アレッシャンドレ・グスモン農村文化協会長
アレッシャンドレ・グスモン農村文化協会副会長
ブラジル中西部日伯協会連合会長
アレッシャンドレ・グスモン農村文化協会長

在ブラジル
大使館

    個人 4 梅田寛ワルデマル
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展

連邦区日伯文化体育娯楽協会総書記
連邦区日伯文化体育娯楽協会会長
ブラジル・ソフトボール・野球連盟理事

在ブラジル
大使館

    個人 5 松永達雄
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展

ブラジリア日伯文化協会監査役員
ブラジリア日伯文化協会副会長
ブラジリア日伯文化協会会長
ブラジリア日伯文化体育協会副会長
ブラジリア日伯文化協会会長

在ブラジル
大使館

    個人 6 ジャジール・マツイ
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展

ゴイアス日伯協会資産担当理事
ゴイアス日伯協会副会長
ゴイアス日伯協会会長
ゴイアス日伯協会審議会議長

在ブラジル
大使館

    個人 7 ジョルジ・マツバラ
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展

アナポリス日伯文化協会書記
アナポリス日伯文化協会会長
アナポリス日伯文化協会会長

在ブラジル
大使館

   団体 8 ブラジリア琉球國祭り太鼓
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展
沖縄の伝統芸能エイサーをベースに，空手の型を取り入れた創作太鼓集団
外交的に重要な日系社会行事および式典でも多数演奏

在ブラジル
大使館

   団体 9 HIKARI DAIKO
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展
日本の芸能である和太鼓の演奏グループ
外交的に重要な日系社会行事および式典でも多数演奏

在ブラジル
大使館

   団体 10 舞踊グループ「小春時雨」
日本舞踊を通じた

ブラジルにおける日本文化の普及
創設以来２０年以上の長期間にわたり，当地で唯一の日本舞踊グループ

在サンパウロ
総領事館

    個人 11 花城アナクレット清哲
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及
日系ボーイスカウトカラムル隊副隊長
カラムル隊隊長

在サンパウロ
総領事館

    個人 12 中谷アンセルモ
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

古河インドストリアル株式会社副社長
FIESP/CIESP （サンパウロ州工業連盟）国際部長
日伯文化連盟（アリアンサ）副会長
日伯文化連盟理事長
Qualicable商工有限会社出資社員、社長

在サンパウロ
総領事館

    個人 13 シドネイ・カリウオロ・アントニオ
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

サンパウロ・ジョッキー・クラブ・イベントプロデューサー
サンパウロ市営都市化公社勤務
サンパウロ州文民警察調査官  サンバチーム会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 14 青木智栄子
日本とブラジルとの経済交流の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及
シーザーパークホテル　会長
ブルーツリーホテル　会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 15 ジウベルト・ジェラルド・ガルビ ブラジルにおける日本文化の普及
および日本とブラジルの学術交流の促進

テレブラス　理事
テレブラス　社長
ＮＥＣブラジル　社長
サンパウロ総合大学　教師のための数学講義講師（ボランティア）
日伯文化連盟　高等審議会員

在サンパウロ
総領事館

    個人 16 山添源二 ブラジルにおける日本文化の普及
および日本とブラジルの学術交流の促進

北海道大学、九州大学への国費留学（林学）
サンパウロ州森林院勤務
同森林院総裁
JICA帰国研修員同窓会（ABJICA）会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 17 加藤英世
　日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日系社会の医療福祉向上

サンパウロ日伯援護協会監事
サンパウロ日伯援護協会理事
サンパウロ日伯援護協会常任理事
日伯友好病院運営委員長
神内医療検査センター建設委員長
サンパウロ日伯援護協会副会長
サンパウロ日伯援護協会評議員
サンパウロ日伯援護協会評議員会会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 18 山本　英穂
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

プロミッソン日伯文化体育協会副会長
プロミッソン日伯文化体育協会会長
プロミッソン日伯文化体育協会顧問

在サンパウロ
総領事館

    個人 19 紫牟田 寛
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

サンパウロ日伯援護協会補充理事
サンパウロ日伯援護協会理事
サンパウロ日伯援護協会第二会計理事
サンパウロ日伯援護協会書記理事



在サンパウロ
総領事館

    個人 20 高橋　博
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及
ニッポンカントリークラブ（運営面で携わり、２０１７年まで第１副会長）
ブラジル日本文化福祉協会　会計専任理事

在サンパウロ
総領事館

    個人 21 高橋一水
スポーツを通じた

日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化の普及

シダーデアデマール文化体育協会副会長
シダーデアデマール文化体育協会会長
邦人卓球協会会長
ブラジル高知県人会会長
ブラジル日本都道府県人会連合会副会長
コチア青年連絡協議会会長
コチア青年連絡協議会相談役
ニッポン・ブラジル移住者協会副会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 22 辰巳ジョー
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

サンパウロ州司法裁判所勤務（裁判官）
ドラセンセ財団　会長
ドラセナ市会議員
日伯文化連盟　評議員会長
日伯文化連盟　会長
モラエス・ピトンボ弁護士事務所（コンサルタント）

在サンパウロ
総領事館

    個人 23 ジョゼ・マルコス・デ・アンドラーデ・メレガ
　日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日系社会の医療福祉向上
サンタクルス病院形成外科長
エンリケメレガ慈善協会テクニカルディレクター

在サンパウロ
総領事館

    個人 24 岩原　勝一
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日系社会の発展
および日系社会の医療福祉向上

スザノ文化協会陸上部長・文化部長
同会副会長
同会会長
汎スザノ文化体育農事協会陸上部理事
同会婦人部理事
同会評議委員会会長
同会評議委員会副会長
サンパウロ日伯援護協会スザノ・イペランジャホーム運営委員
同ホーム副運営委員長
同ホーム運営委員長
サンパウロ日伯援護協会常任理事
サンパウロ日伯援護協会評議員会書記理事

在サンパウロ
総領事館

    個人 25 林　宗慶

茶道を通じた
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

茶道教師（裏千家）
サンパウロ大学茶道講座初代講師
茶道裏千家ブラジル出張所駐在代表

在サンパウロ
総領事館

    個人 26 杉尾　憲一郎 ブラジルにおける日本文化の普及
および日本とブラジルの学術交流の促進

ブラジル地質学会評議委員
同学会第一会計
ブラジル第四紀研究学会会長
ブラジル第四紀研究学会副会長
ブラジル日本文化福祉協会評議員（現在は終身評議委員）
同会評議員会会長
同会改革委員会委員長
同会評議員
公益財団法人国際科学技術財団におけるジャパン・プライズのブラジル代表候補者推薦委員

在サンパウロ
総領事館

    個人 27 武本　憲二
日本とブラジルとの相互理解,学術交流の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

コロニア 芸学会ブラジル日系文学第２書記
同協会会長職
ブラジル石油触媒協会　触媒の技術発展研修部門理事会長
JICA研修員OB会員
ノーベル化学賞（２０１０）受賞者鈴木章氏のブラジル招聘

在サンパウロ
総領事館

    個人 28 原田　清 ブラジルにおける日系社会の発展
および日本文化の普及

サンパウロ市法務局長
サンパウロ州法律協会終身会員
サンパウロ弁護士協会会員
外務省研修生ＯＢ会会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 29 破魔浩一郎

スポーツを通じた
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

サンパウロ学生会会長（現アルモニア教育文化協会）
ブラジル日本文化福祉協会監査役会正監査役
ブラジル機械工業協会副会長
ニッポンカントリークラブ　副会長
ニッポンカントリークラブ　評議員会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 30 新垣宏助
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

フェルナンドポリスライオンズクラブ　創設者
Lar do Melvin Jones 会長
フェルナンドポリスライオンズクラブ　会長
フェルナンドポリス市友の会　副会長
フェルナンドポリス市友の会　会長
第２７回フェルナンドポリス市商工農展示会　名誉会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 31 山口正邦
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

モジ・ダス・クルーゼス文化協会副理事長
モジ・ダス・クルーゼス文化協会日本語モデル校校長
サンパウロ日伯援護協会理事兼あけぼのホーム運営委員
サンパウロ日伯援護協会常任理事兼あけぼのホーム運営委員長

在サンパウロ
総領事館

    個人 32 篠原　正夫

柔道を通じた
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及
ビラソニア柔道場代表

在サンパウロ
総領事館

    個人 33 ウエダ・マサミ
ブラジルにおける日系社会の発展

および医療福祉向上

サンパウロ州地方裁判所判事
同高等裁判所 判事
高等上告裁判所



在サンパウロ
総領事館

    個人 34 元山光男
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及
および日系社会の発展

アラサツーバ日伯文化協会体育部長
アラサツーバ日伯文化協会副会長
アサラツーバ日伯文化協会会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 35 近沢宗貴 日本とブラジルとの相互理解の促進
および経済交流の促進

リオ　デ　ジャネイロ日本商工会議所会計理事
アルジャ　ゴルフクラブ理事長
ブラジル日系ゴルフ連盟理事長

在サンパウロ
総領事館

    個人 36 塚田光夫
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及
および日系社会の発展

カンピーナス日伯文化協会会長
カンピーナス日伯文化協会評議委員長
カンピーナス日伯文化協会副会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 37 松田典仁
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日系社会の発展
および日本文化の普及

在伯群馬県人文化協会副会長
在伯群馬県人文化協会会長
在伯群馬県人文化協会名誉会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 38 中矢レナト健二 日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日系社会の医療福祉向上

サクラ　中矢　食品有限会社取締役社長
サンパウロ州菓子・保存食品生産者組合副会長
サンタ　クルス日伯慈善協会理事
伯日文化社会統合協会企画担当理事

在サンパウロ
総領事館

    個人 39 西尾ロベルト義弘
日本とブラジルとの相互理解

および経済交流の促進
およびブラジルにおける日本文化の普及

レイテ・トスト・バロス法律事務所弁護士
クニト　ミヤサカ財団審議会員
同財団理事長
ブラジル日本文化福祉協会専任理事
同協会第５副会長
ブラジル日本移民史料館運営副委員長
伯日文化社会統合協会会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 40 ルイ・デ・オリヴェイラ・ペレイラ
日本とブラジルとの相互理解の促進，

ブラジルにおける日本文化の普及
および日系社会の医療福祉向上

日伯文化連盟理事
サンタクルス日伯慈善協会弁護士（ボランティア）
サンタクルス日伯慈善協会理事
サンタクルス日伯慈善協会評議員会書記
なぎさ会相談役
ミヤサカ　クニト財団法人副理事長

在サンパウロ
総領事館

    個人 41 坂和三郎
日本とブラジルとの相互理解の促進

および日系社会の医療福祉向上

サンパウロ日伯援護協会副会長
ブラジル日本文化福祉協会評議員
日伯福祉援護協会評議員会副会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 42 神谷　栄 日本とブラジルとの経済交流の促進
およびブラジルにおける日系社会の発展

南マット・グロッソ農業協同組合理事長

在サンパウロ
総領事館

    個人 43 斉藤早百合
日本とブラジルとの相互理解の促進，
ブラジルにおける日本語教育の普及

および日系社会の発展

日本語教師（自宅にて開校）
ペデレイラ日本語学校・日本語教師
さゆり塾教師（自宅にて開校）
日本語普及センター（現ブラジル日本語センター）理事
ブラジル日本語センター評議員

在サンパウロ
総領事館

    個人 44 小賀誠二
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおけるゲートボールの普及
および学術交流の促進

サンパウロ大学薬剤生物化学薬理学講師
サンパウロ大学医学科学院講師
サンパウロ大学薬理学部毒物学科教授
サンパウロ大学薬理学部学部長
南米ゲートボール連合会長及び世界ゲートボール連合会理事

在サンパウロ
総領事館

    個人 45 本間重男
日本とブラジルとの相互理解の促進，

ブラジルにおける日本文化
および日本語教育の普及

アリアンサ農業組合の理事および同組合監事
第一アリアンサ文化体育協会会長
アリアンサ日伯文化体育協会会長
ノロエステ第三地区日本語普及会相談役

在サンパウロ
総領事館

    個人 46 城田志津子
日本とブラジルとの相互理解の促進，

ブラジルにおける日本文化
および日本語教育の普及

ドウラードス日本語モデル校校長
南北マ州日本語教師会会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 47 香林昭司
日本とブラジルとの経済交流の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

フォルモーザ日伯文化体育協会会長
グァラサイ日伯文化協会会長
グァラサイ市サンタカーザ慈善病院理事長

在サンパウロ
総領事館

    個人 48 岡野修平

柔道を通じた
日本とブラジルとの相互理解の促進，

ブラジルにおける日本文化の普及
全伯講道館柔道有段者会名誉会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 49 シジネイ・アゴスチニョ・ベネッチ
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

サンベルナルド市立大学民事訴訟法教授
サンパウロ州高等裁判所判事
連邦司法高等裁判所（第三審）判事

在サンパウロ
総領事館

    個人 50 吉安園子 日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日系社会の医療福祉向上

「救済会」　事務局長
「救済会」　理事
「救済会」　常任理事
「救済会」　会長



在サンパウロ
総領事館

    個人 51 松本ミルトン

サンバを通じた
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及
ブラデスコ銀行　理事
ブラデスコ銀行　取締役

在サンパウロ
総領事館

    個人 52 山下忠男 日本とブラジルとの相互理解の促進
および日系社会の医療福祉向上

国外就労者情報援護センター(CIATE)の評議員
ブラジル療育音楽ボランティア協会評議員会会長
サンパウロ日伯援護協会　第３副会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 53 加藤 孝

柔道を通じた
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展

アラサツーバ日伯文化協会書記
アラサツーバ日伯文化協会副会長
アラサツーバ日伯文化協会会長
アラサツーバ日伯文化協会評議委員会

在サンパウロ
総領事館

    個人 54 北原民江
邦楽を通じた

日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化の普及

三味線民謡邦楽楽器教師

在サンパウロ
総領事館

    個人 55 河村徳子

日本とブラジルとの相互理解の促進，
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展

生け花講師
日伯文化連盟　生け花講師
生け花教本（ポルトガル語）の出版
ブラジルいけ花協会会長
池坊ブラジル支部支部長

在サンパウロ
総領事館

    個人 56 高橋都美子

日本とブラジルとの相互理解の促進.
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展

日本語教師
アクリマソン学園（日本語学校）校長
元日本語普及センター教材研究部長

在サンパウロ
総領事館

    個人 57 醍醐麻沙夫

小説を通じた
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

作家としてブラジルに関する著作多数
ブラジルジョーク集（編著，実業之日本社）
森の夢─ブラジル日本人移民の記録（冬樹社）
「銀座」と南十字星（無明舎出版社）
ヴィナスの濡れ衣　南紀殺人事件（文藝春秋社）
南蛮伝説殺人事件（講談社ノベルス）
巨魚を釣る（講談社）
アマゾン河の食物誌（集英社）
超積乱雲（無明舎出版社）

在サンパウロ
総領事館

    個人 58 立花俊一
日本とブラジルとの学術交流の促進および

ブラジルにおける日本文化の普及
サンパウロ州技術研究上財団
サンパウロ総合大学

在サンパウロ
総領事館

    個人 59 纐纈俊夫
日本とブラジルとの相互理解の促進，

ブラジルにおける日本文化の普及
汎ソロカバナ日伯連合文化協会
プレジデンテ・プルデンテ文化農事体育協会副会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 60 安武　誠
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日系社会の医療福祉向上

アルジャ文化協会会長
汎ズットラ花卉生産者協会会長
サンパウロ日伯援護協会常任理事兼あけぼのホーム運営委員長

在サンパウロ
総領事館

    個人 61 横田パウロ

日本とブラジルとの相互理解
および経済交流の促進,

ブラジルにおける学術交流の促進
および日本文化の普及

ブラジル中央銀行　元理事
INCRA(元国立殖民・農地改革院総裁)
蔵相、農務相、企画相の補佐官
企業コンサルタント

在サンパウロ
総領事館

    個人 62 中野慶昭 日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける学術交流の促進

FGV大学経済学部教授
 カンピーナス大学経済学部教授
 FGV大学院・農業開発センター教授
ポン・デ・アスカル社経済研究部長
サンパウロ州銀行地方融資局長
サンパウロ州政府事務局次官
 ブラジル連邦政府財務省経済特別補佐官
世界銀行顧問
サンパウロ州政府財務局長
FGV大学経済学部長
FGV大学経済学校長

在サンパウロ
総領事館

    個人 63 佐藤吉弘
日本とブラジルとの相互理解の促進，

ブラジルにおける日本文化の普及
および日系社会の発展

イビウナ奨学舎  日本語教師
JICA本邦研修OB会会長
ブラジル日本語センター教育担当理事
同センターの教育担当副理事長
同センターの評議員副会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 64 新宅義美
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

マリリア日系体育文化協会会長
ブラジル日本文化福祉協会地方理事
パウリスタ日伯文化協会連合会会長
パウリスタ日伯文化協会連合会名誉会長
マリリア日系体育文化協会名誉会長

在サンパウロ
総領事館

    個人 65 京野吉男
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

ブラジル日系協会初代会長
ブラジル日系汎米協会副会長
リベルダーデ文化福祉協会広報部長

在サンパウロ
総領事館

    個人 66 オゾン・エジガール

柔道を通じた
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

ピニエイロス・スポーツクラブコーチ
（柔道部長：３０年，スポーツ理事６年，副会長４年）
パウリスタ柔道連盟初代会計理事
２０１３　九段位授与（ブラジル柔道連盟）

在サンパウロ
総領事館

    個人 67 五十嵐　司
日本とブラジルとの相互理解の促進，

ブラジルにおける学術交流の促進
および日本文化の普及

サンパウロ所在の社団法人伯国東京農大会会長(校友会支部長)
ブラジル日本文化福祉協会図書副委員長
ブラジル日本移民百周年記念協会表彰委員
ブラジル日本文化福祉協会評議員



在リオ
総領事館

    個人 68 宮本晃雄 日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日系社会の発展

リオデジャネイロ日系協会スポーツ担当
同協会副会長
同協会会長
リオ州日伯文化体育連盟理事長
同連盟　相談役

在リオ
総領事館

    個人 69 クニザワ ヨシヒコ 日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日系社会の医療福祉向上

ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ州日伯文化体育連盟福祉担当理事
ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ州日伯文化体育連盟副理事長
ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ州日伯文化体育連盟理事
ﾋﾟﾗﾈﾏ･ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ体育(ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ ｱﾃﾚﾁｺ) クラブ会長

在リオ
総領事館

    個人 70 ヒサオ・アリタ 日本とブラジルとの相互理解
および経済交流の促進

ブラジル財務省国税庁国税監査官
ブラジル産業財産権庁（INPI）商標部長
INPI長官
財務省国税不服審判所審判官
二宮正人法律事務所シニア・パートナー

在リオ
総領事館

    個人 71 大塚益代
生け花を通じた

日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化の普及

生け花教室講師（日伯文化協会）
ブラジル生け花協会会長

在リオ
総領事館

    個人 72 安見 清
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展
ペトロポリス日系協会会長

在リオ
総領事館

    個人 73 パウロ バンデルレイ　テイシェイラ
柔道を通じた

日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化の普及

ブラジル柔道連盟会長
パンアメリカン柔道連盟会長
国際柔道連盟副会長
ブラジルオリンピック委員会常任理事

在リオ
総領事館

    団体 74 リオデジャネイロ植物園
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及
２０年にわたる動植物園内での日本庭園（１９９５年 日伯修好通商条約１００周年の際に設置）の管
理・運営

在リオ
総領事館

    団体 75 リオデジャネイロ連邦大学日本語学科
日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化

および日本語教育の普及
正式な学部としての日本語科の設立および日本語普及の拠点としての活動

在リオ
総領事館

    団体 76 ヴィトリア日系協会 日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日系社会の発展

日本語教室(モデル校)の運営および日本文化の紹介行事での情報発信

在クリチバ総
領事館

個人 77 ルイ・キヨシ・ハラ
日本とブラジルとの相互理解の促進，

ブラジルにおける日本文化の普及
および日系社会の発展

クリチーバ学生連盟会長
ニッケイ・クラブ創設
ニッケイ･クラブ及びウベラバ文化体育協会合併委員会委員長
ニッケイ･クラブ会長
ニッケイ･クラブ及びクリチバ日伯文化援護協会合併委員会委員長
クリチーバ日伯文化援護協会会長
ブラジル出稼ぎ協会創設
ブラジル出稼ぎ協会会長
パラナ日伯文化連合会副会長
クリチーバ日伯文化援護協会会長

在クリチバ総
領事館

個人 78 ヨシアキ・オオシロ
日本とブラジルとの相互理解

および経済交流の促進

マリンガ市運営局長
パラナ伯日商工会議所公共関係部長
パラナ伯日商工会議所会頭
パラナ州国際局監督評議会会員
パラナ工業連盟税制分野評議会会員

在クリチバ総
領事館

個人 79 エドアルド・スズキ
日本とブラジルとの相互理解の促進，

ブラジルにおける日本文化の普及
および日系社会の発展

マリンガ文化体育協会副会長
マリンガ文化体育協会会長
マリンガ文化体育協会相談役員
パラナ老人福祉和順会相談役
サンフランシスコシャビエル文化社会センター会長
日本公園（移民百周年記念公園）会長

在マナウス総
領事館

    個人 80  ニーロ・ヒグチ
日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化

および日本語教育の普及

日伯共同研究「ブラジル・アマゾン森林研究計画」プロジェクト・マネージャー
日伯共同研究「アマゾンの森林における炭素動態の広域評価(CADAF)」伯側共同研究代表者
「熱帯雨林保全の ためのREDD-plus プロジェクト の形成・実施モニタリ ング能力強化研修」
(CADAFで日本共同開発した技術を中南米近隣諸国へ普及するプロジェクト）指導員

在マナウス総
領事館

    個人 81 錦戸　健
日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化

および日本語教育の普及

西部アマゾン日伯協会日本語学校教師
西部アマゾン日伯協会教育担当理事
西部アマゾン日伯協会会長

在マナウス総
領事館

    個人 82 栗山平四郎
日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化

および日本語教育の普及

トレーゼ・デ・セテンブロ移住地自治会副会長
トレーゼ・デ・セテンブロ移住地自治会会長
トレーゼ・デ・セテンブロ移住地入植６０周年記念委員会委員長

在マナウス総
領事館

    個人 83 半田律子
日本とブラジルとの経済交流

および相互理解の促進
西部アマゾン日伯協会日本語学校日本語教師
アマゾナス商工会議所事務局長

在マナウス総
領事館

    個人 84 コバ・サトウ・カツコ・テレーザ
日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化

および日本語教育の普及

オウビドール・サンパイオ市立小学校校長（マナウス市教員）
エフィジェニオ・デ・サーレス移住地日本語学校日本語教師

在マナウス総
領事館

    団体 85 アマゾン高拓会
日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化

および日本語教育の普及

アマゾン開拓のため，日本高等拓殖学校で訓練を受け，１９３１年から来伯した高拓生の会
戦後日本移民の受入れおよび日本語教育の普及

在ポルトアレ
グレ

領事事務所
    個人 86 エミリオ　秀幸　森口

ブラジルにおける日系社会の医療福祉向上
および日本文化の普及

世界保健機構（WHO)老齢医学慢性予防センター長
老年医学分野ブラジル代表
南日伯援協会副会長



在ポルトアレ
グレ

領事事務所
    個人 87 髙梨輝久

日本とブラジルとの相互理解
および経済交流の促進，

およびブラジルにおける日本文化の普及

カシアス・ド・スール日本人会長および日本語学校長
南日伯商工会議所副会頭

在ベレン
領事事務所

    個人 88 山田　清
ブラジルにおける日本文化
および日本語教育の普及

マラニョン日伯協会初代副会長
同協会会長
マラニョン日伯協会付属日本語学校校長
マラニョン州移住５０周年式典実行委員長

在ベレン
領事事務所

    団体 89 ベレン日系協会
日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化

および日本語教育の普及
日本語学校運営，折り紙や習字の教室など日本文化教室の開催およびヨサコイ・グループの育成

在ベレン
領事事務所

    団体 90 北伯日本語普及センター
日本とブラジルとの経済交流の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及
日本語学校運営，北伯地域への日本語教育の振興と普及事業

在ベレン
領事事務所

    団体 91 越知日伯学園
ブラジルにおける日本文化
および日本語教育の普及

日本語や日本文化をカリキュラムに取り入れたブラジル教育制度に基づく学校
および一般向けの日本語コース運営

在ベレン
領事事務所

    団体 92 パラー老人クラブ
ブラジルにおける日系社会の発展

および医療福祉向上
 日伯両国友好親善，文化交流，両国事情の相互紹介に関する事業

在レシフェ
領事事務所

    個人 93 長井忠雄

柔道を通じた
日本とブラジルとの相互理解の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及

ナガイ道場代表
ペルナンブコ柔道連盟会長
レシフェ日本文化協会会長
レシフェ日本文化協会社会理事
ブラジル柔道昇段審査会会長

在レシフェ
領事事務所

    個人 94 多原敏弘
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展

エフィジェニオ・デ・サーレス移住地青年会会長
サルバドル日本語学校校長
バイア日伯文化協会連合会事務局長
バイア日伯文化協会連合会会長
バイア日伯文化協会連合会副会長
バイア日伯文化協会連合会会長

在レシフェ
領事事務所

    団体 95 ペルナンブコ生け花協会
ブラジルにおける日本文化の普及

および日系社会の発展
生け花展示，ワークショップおよびレクチャーの開催

在レシフェ
領事事務所

    団体 96 サルバドル日伯文化協会
日本とブラジルとの相互理解の促進
およびブラジルにおける日本文化

および日本語教育の普及
日伯両国友好親善，文化交流，両国事情の相互紹介に関する事業

在レシフェ
領事事務所

    団体 97 パライバ伯日文化協会
日本とブラジルとの相互理解の促進，

ブラジルにおける日本文化の普及
および日系社会の発展

日伯両国友好親善，文化交流，両国事情の相互紹介に関する事業

南米課     個人 98 堀坂浩太郎
日本とブラジルとの相互理解

および経済交流の促進

日本経済新聞記者
国際開発センターに出向（ブラジル経済開発調査に従事）
日本経済新聞中南米特派員（サンパウロ支局）
ジョージタウン大学客員研究員
上智大学外国語学部長
日伯２１世紀協議会構成メンバー
上智大学イベロアメリカ研究所所長
上智大学名誉教授

南米課     団体 99
学校法人　トヨタ名古屋自動車大学校
在日ブラジル人向け自動車整備士養成
コース

日本における在日ブラジル人のロールモデル形成 トヨタ自動車が社会貢献活動として実施している、在日ブラジル人向け自動車整備士養成コース

南米課     団体 100 在日ブラジル商業会議所
日本とブラジルとの経済交流の促進

およびブラジルにおける日本文化の普及
日伯経済交流活動等を促進することを目的とする組織

南米課     団体 101
日伯戦略的経済パートナーシップ賢人会
議
【日本側】

日本とブラジルとの経済交流
および相互理解の促進

両国関係を一層高い次元にて推進していくための様々な分野における方策の土台を築いた日伯２
１世紀協議会提言をフォローアップする枠組

南米課     団体 102
日伯戦略的経済パートナーシップ賢人会
議
【ブラジル側】

日本とブラジルとの経済交流
および相互理解の促進

両国関係を一層高い次元にて推進していくための様々な分野における方策の土台を築いた日伯２
１世紀協議会提言をフォローアップする枠組


