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1

亀卦川 富夫（きけがわ とみお）

水沢日本外交協会会長

日本と諸外国との相互理解の促進

日本国岩手県奥州市

2

岡田 泰六（おかだ たいりく）
（通称：手島 泰六（てしま たいりく））

産経国際書会 名誉顧問

書道を通じた日本と諸外国との文化交流の促
日本国神奈川県鎌倉市
進

3

小篠 順子（こしの じゅんこ）
（通称：コシノジュンコ）

デザイナー

諸外国における日本文化の普及

日本国東京都港区

4

玉田 正男（たまだ まさお）

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機
構量子ビーム科学研究部門高崎量子応用研
究所 所長付 放射線利用国際協力担当

原子力の平和的利用に関する国際協力の促
進

日本国群馬県高崎市

5

金基文（キム・ギムン）

中小企業中央会名誉会長

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松坡区

6

李賛揆（イ・チャンギュ）

昌原大学校新素材工学部教授

日本と大韓民国との相互理解の促進

大韓民国慶尚南道昌原市

7

金相保（キム・サンボ）

賜姓金海金氏宗会 宗親会長

日本と大韓民国との相互理解の促進

大韓民国大邱広域市寿城区

8

張済國（チャン・ジェグック）

東西大学 総長

日本と大韓民国との相互理解の促進

大韓民国釜山広域市海雲台区

9

松本 彧彦（まつもと あやひこ）

日台スポーツ・文化推進協会理事長

日本と台湾との相互理解の促進

日本国東京都杉並区

10 劉洪友 （りゅう こうゆう）

中国書法学院院長

日本と中華人民共和国との相互理解の促進

日本国東京都葛飾区

11 江口 喜多枝（えぐち きたえ）

モンゴル子供支援ハイリンヒシグＮＧＯ日本代
表

日本とモンゴルとの相互理解の促進

日本国東京都江東区

12

川崎 良子（かわさき りょうこ）
（芸名：中野 良子（なかの りょうこ））

俳優

演劇を通じた日本と諸外国との文化交流の促
日本国東京都港区
進

13

伊東 洋子（いとう ようこ）
（芸名：芹 洋子（せり ようこ））

歌手

音楽を通じた日本と中華人民共和国との相互
日本国東京都中央区
理解の促進

元・中日青年交流センター副主任

日本と中華人民共和国との相互理解の促進

14 房恩 （ぼう・おん）

中華人民共和国北京市
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15 笈川 幸司（おいかわ こうじ）

佳思栄（北京）教育諮詢有限公司 総経理

中華人民共和国における日本語教育の推進

中華人民共和国北京市

16 柯若儀 （かじゃぐぎ）

大連医科大学付属第一医院 内科教授

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

17 徐鋼 （じょこう）

千年古蓮園経営者

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

18 ドガラー・アルタンホヤグ

バレエ・ダンサー

バレエを通じた日本とモンゴルとの相互理解の
モンゴル国ウランバートル市
促進

19 チョローンドルジ・ハシチョローン

モンゴル国立大学総合科学部社会科学科経済
日本とモンゴルとの相互理解の促進
学研究室教授

モンゴル国ウランバートル市

20 ツェデンデンベレル・プレブスレン

モンゴル人文大学大学院副学長・教務部長

モンゴルにおける日本語教育の推進

モンゴル国ウランバートル市

21 ロブサンダグワ・プレブバータル

ウランバートル鉄道総裁

日本とモンゴルとの相互理解の促進

モンゴル国ウランバートル市

22 白立文 （はく・りつぶん）

中国日本友好協会理事

日本と中華人民共和国との相互理解の促進

中華人民共和国北京市

23 袁文英 （えん ぶんえい）

東瀛遊旅行社有限公司 代表取締役社長

日本と香港との相互理解の促進

香港

24 マイケル・ホッジキン

キャンベラ豪日協会経理担当役員

日本とオーストラリアとの相互理解の促進

オーストラリア国首都特別地域

25 スティーブン・ジャコビ

ニュージーランド・インターナショナル・ビジネ
ス・フォーラム事務局長

日本とニュージーランドとの相互理解の促進

ニュージーランド国オークランド市

26 マーク・マリンズ

オークランド大学人文学部文化・語学・言語学
ニュージーランドにおける日本研究の推進
学科日本研究教授

ニュージーランド国オークランド市

27 トナナ・カキアタ

キリバス海洋研修センター日本語教師

日本とキリバスとの相互理解の促進

キリバス共和国タラワ島

28 大竹 裕志（おおたけ ひろし）

ニューハート・ワタナベ国際病院 院長

医療分野における日本とベトナムとの相互理解
日本国東京都杉並区
の促進
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日本とカンボジアとの相互理解の促進

カンボジア王国プノンペン市

王立プノンペン大学外国語学部日本語学科長 カンボジアにおける日本語教育の推進

カンボジア王国プノンペン市

前ムハマディア総裁

日本とインドネシアとの相互理解の促進

インドネシア共和国南ジャカルタ市

32 仙石 常雄（せんごく つねお）

仙石インターナショナル柔道ホール館長

インドネシアにおける柔道の普及

インドネシア共和国バリ州ギアニャール県

33 佐藤 宏（さとう ひろし）

クアラルンプール日本人会日本人学校 事務
局長

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

34 中川 恵子（なかがわ けいこ）

マレーシア国立交響楽団首席フルート奏者

音楽を通じた日本とマレーシアとの相互理解の
マレーシア国クアラルンプール市
促進

35 プラット・アブラハム・ジョージ

ジャワハルラル・ネルー大学言語・文学・文化
研究科日本語学科教授

インドにおける日本研究の推進

インド国デリー準州

36 コロンバゲ・サラット・ヴィマラシリ・デ・コスタ

スリランカ日本経済合同委員会 副委員長

日本とスリランカとの相互理解の促進

スリランカ国ヌゲゴダ市

37 B. R. L. フェルナンド

日本スリランカ技術文化協会トラスト理事長

日本とスリランカとの相互理解の促進

スリランカ国コロンボ市

38 ピヤシリ・ウィジェーマンナ

ペラデニヤ大学上級教授（シンハラ語学科）

日本とスリランカとの相互理解の促進

スリランカ国ペラデニヤ市

39 アミーラ・ダリ

ラブ・グリーン・ネパール事務局長

日本とネパールとの相互理解の促進

ネパール国カトマンズ市

40 石岡 博実（いしおか ひろみ）

日本ステンレス工業（株）代表取締役会長

日本とネパールとの相互理解の促進

日本国山梨県大月市

41 シーラ・A・スミス

外交問題評議会（CFR） シニアフェロー

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

米国コロンビア特別区ワシントンDC

42 スティーブ・ナカジョウ

気持ち会事務局長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

米国カリフォルニア州サンフランシスコ市

30 ロイ・レスミー
31

モハマッド・シラジュディン・シャムスディン
（通称：ディン・シャムスディン）

カンボジア政府仏教研究所顧問
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43 T.J. ペンペル

カリフォルニア大学バークレー校 政治学部教
日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進
授

米国カリフォルニア州バークレー市

44 ラルフ・スギモト

松山サクラメント姉妹都市協会共同会長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

米国カリフォルニア州サクラメント市

45 バートン・Ｅ・バード・ジュニア

シアトル姉妹都市協会会長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

米国ワシントン州レイク・フォーレスト・パーク市

46 臼井 智觀子（うすい ちかこ）

セントルイス日米協会会長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

米国ミズーリ州セントルイス市

47 J・バーナード・バンリーロップ

ミネソタ日米協会事務局長

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

米国ミネソタ州ホプキンズ市

48 マイケル・マコイド

全米格闘技協会会長

アメリカ合衆国における柔道の普及

米国ニューメキシコ州サンタフェ市

49 マシュー・ウェルチ

ミネアポリス美術館副館長・チーフキュレーター 日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

米国ミネソタ州ミネアポリス市

50 松田 鉄雄（まつだ てつお）

T. Matsuda Violin Studio代表

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

米国イリノイ州バーリントン市

51 田川 順照（たがわ よしてる）

ミッドウエスト・ツアー・サービス社 社長

アメリカ合衆国における剣道の普及

米国ミシガン州ノバイ市

52 ヴァン・C・ゲッセル

ブリガムヤング大学 アジア・中近東言語学部
日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進
日本文学教授

53 千住 博（せんじゅ ひろし）

画家

美術を通じた日本と諸外国との文化交流の促
米国ニューヨーク州プレザントビル市
進

54 トーマス・G・カーティン

コンコード・七飯ネットワーク（ＣＮＮ）代表

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

米国マサチューセッツ州コンコード市

55 プリンドル・K・玉枝（ぷりんどる K たまえ）

コルビー大学東アジア言語・文学学部教授

日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進

米国メイン州ウオータービル市

56 ホセ・ケイチ・フエンテス

ベッカ－・アンド・ポリアコフ 政府関連シニアコ
日本とアメリカ合衆国との相互理解の促進
ンサルタント

米国ユタ州オレム市

米国フロリダ州マイアミ市
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57

良子 徳田 カールトン（よしこ とくだ かーると
琴演奏者
ん）

音楽を通じた日本とアメリカ合衆国との相互理
米国フロリダ州プランテーション市
解の促進

58

正原 久子（しょうはら ひさこ）
通称：正原 祥風（しょうはら しょうふう）

いけばな教授会会長

アメリカ合衆国における日本文化の普及

米国カリフォルニア州ロサンゼルス市

59 大槻 けい子（おおつき けいこ）

カルガリー草月スタディグループ代表

カナダにおける日本文化の普及

カナダ国アルバータ州カルガリー市

60 岩澤 治雄（いわさわ はるお）

青年海外協力隊初代隊員

日本とコスタリカとの相互理解の促進

コスタリカ国サンホセ市

プロレスラー

プロレスを通じた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

62 太田 清人（おおた きよと）

メキシコ国立自治大学美術学部教授

美術を通じた日本とメキシコとの文化交流の促
メキシコ国メキシコ市
進

63 リカルド・ペレス・オオタカラ

社団法人 東北部日墨協会会長

日本とメキシコとの相互理解の促進

メキシコ国ヌエボ・レオン州モンテレイ市

64 石原 克巳（いしはら かつみ）

社団法人在亜日本語教育連合会事務局長

アルゼンチンにおける日本語教育の推進

アルゼンチン国ブエノスアイレス州モレノ市

65 福原・三井（ふくはら・みつい） デリア

日亜学院教育学院長

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

66 タケシ・ミウラ

ミウラ道場師範

ブラジルにおける柔道の普及

ブラジル国連邦特別区ブラジリア市

67 アルビラ・アペル

カンポ・グランデ・セントラル観光マーケット協会
日本とブラジルとの相互理解の促進
会長

68 若林 和男（わかばやし かずお）

美術家

美術を通じた日本とブラジルとの文化交流の促
ブラジル国サンパウロ州サンパウロ市
進

69 本橋 幹久（もとはし みきひさ）

前ブラジル日本都道府県人会連合会会長

日本とブラジルとの相互理解の促進

ブラジル国サンパウロ州サンパウロ市

70 エルナン・ルセナ・モレロ

ロス・アンデス大学アフリカ・アジア研究セン
ター長

ベネズエラにおける日本研究の推進

ベネズエラ国メリダ州エル・バジェ市

61

アーロン・ロドリゲス・アレジャノ
（通称：ミル・マスカラス）

ブラジル国南マット・グロッソ州カンポ・グランデ
市
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71 イバン・アウグスト・アダルベルト・ピント・ロマン 翻訳家

ペルーにおける日本文化の普及

ペルー国リマ市

72 下野 泉（しもの いずみ）

日本古典文学・伝統芸能史研究者

ペルーにおける日本文化の普及

日本国東京都港区

73 關 雄二（せき ゆうじ）

国立民族学博物館先端人類科学研究部教授

考古学を通じた日本とペルーとの学術交流の
促進

日本国奈良県奈良市

ペルー日系婦人会相談役

日本とペルーとの相互理解の促進

ペルー国カヤオ市

74

與座 和子（よざ かずこ）
（通称：ビオレタ・ヨザ・デ・イワモト）

75 ルイス・タケハラ・シロタ

世界ウチナーンチュ・ビジネス（WUB）ネットワー
日本とペルーとの相互理解の促進
ク副会長

76 南雲 謙太郎（なぐも けんたろう）

「一番ホテル」経営者

日本とボリビアとの相互理解の促進

77 小笠原 清忠（おがさわら きよただ）

弓馬術礼法小笠原教場三十一世

諸外国における日本文化の普及

日本国神奈川県藤沢市

78 𠮷田 茂穂（よしだ しげほ）

鶴岡八幡宮 宮司

諸外国における日本文化の普及

日本国神奈川県鎌倉市

79 グンネラ・トルゲイルスドッティル

アイスランド大学日本語・日本文化学科長

日本とアイスランドとの相互理解の促進

アイスランド国レイキャビク市

80 花岡 高明（はなおか たかあき）

在英日本商工会議所事務総長

日本と英国との相互理解の促進

英国サリー州エプソム市

81 レジ・クラーク

ライノラグビー 最高経営責任者

ラグビーを通じた日本と英国との相互理解の促
英国ロンドン市
進

ペルー国リマ市
ボリビア国ラパス県ラパス市

82

グンナル・リンデル
（通称：リンデル・儘盟・グンナル）

ストックホルム大学 アジア・中東・トルコ学部
日本学科 准教授

スウェーデンにおける日本文化の普及

スウェーデン国リーディンゲ市

83

驪城 久子（こまき ひさこ）
（芸名：小牧 游（こまき ゆう））

ストックホルム日本人会顧問

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

サラマンカ大学東洋思想史 教授

日本とスペインとの相互理解の促進

スペイン国カスティージャ・イ・レオン州サラマン
カ県サラマンカ市

84 アルフォンソ・ファレロ・フォルゴソ
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85 石橋 昌子（いしばし まさこ）

共同通信社スペイン通信員

日本とスペインとの相互理解の促進

86 エミリオ・ゴンサロ・マジョ

Terracomic, S.L.社代表取締役兼経営者

漫画を通じた日本とスペインとの文化交流の促
スペイン国マドリード市
進

87 貴志 栄子（きし えいこ）

スペイン生け花協会副会長

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県サン・セバスティアン・
デ・ロス・レジェス市

88 リカルド・サンツ・デ・カストロ

レストラン「カブキグループ」 オーナーシェフ

スペインにおける日本食文化の普及

スペイン国マドリード市

89 鈴木 重子（すずき しげこ）

元バルセロナ自治大学教授

日本とスペインとの相互理解の促進

スペイン国カタルーニャ州バルセロナ県バルセ
ロナ市

90 ホルヘ・ラシェラス

日西企業同友会会長

経済分野における日本とスペインとの相互理
解の促進

スペイン国カタルーニャ州バルセロナ県カステ
ルデフェル市

91 新井 淑子（あらい よしこ）

ヴァイオリニスト

音楽を通じた日本とフィンランドとの相互理解
の促進

フィンランド共和国ヘルシンキ市

92 エヴリンヌ・ドゥリル＝フェール

前経済予測・国際情報センター（CEPII）日本経
日本とフランスとの相互理解の促進
済研究員

フランス国パリ市

93 佐藤 雄市（さとう ゆういち）

モナコ松濤館空手クラブ師範

モナコにおける空手の普及

モナコ国

94 グジョー 英子(ひでこ）

ボランティア日本語教師

日本とフランスとの相互理解の促進

フランス国サヴォア県シャンベリー市

95 コニャール・アンドレ

合気道流範士

フランスにおける日本文化の普及

フランス国ロワール県ブルク＝アルジャンタル
市

フランス正法寺住職

フランスにおける日本文化の普及

フランス国アルデッシュ県サンローラン・デュ・
パップ村

97 マヌエル・ペレイラ・バロッカス

バロッカス弁護士事務所所長

日本とポルトガルとの相互理解の促進

ポルトガル共和国リスボン市

98 ケストゥーティス・プタカウスカス

盆栽スタジオ、取締役

リトアニアにおける日本文化の普及

リトアニア国アリートゥス市

96

フレイ・ジョージ
（僧名：太寛 常慈（たいかん じょうじ））

スペイン国マドリード市

平成28年度 外務大臣表彰受賞者 （個人）
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肩書き（個人のみ)

功績概要

美術を通じた日本とスロベニアとの文化交流の
日本国香川県高松市
促進

99 濱野 年宏（はまの としひろ））

英国ノーサンブリア大学名誉博士

100 茂木 友三郎（もぎ ゆうざぶろう）

キッコーマン株式会社 取締役名誉会長 取締
日本とドイツとの相互理解の促進
役会議長

101

山田（やまだ） ナタリア
（通称：ナターシャ・グジー）

現住所

東京都目黒区

歌手兼バンドゥーラ（ウクライナの民族楽器）奏 音楽を通じた日本とウクライナとの相互理解の
日本国東京都葛飾区
者
促進

102 マリア・アルギラキ

日希翻訳家

ギリシャにおける日本文化の普及

103 レオン・ザクライシェック

版画家

美術を通じた日本とクロアチア、スロベニアとの
クロアチア共和国ザグレブ市
文化交流の促進

104 アンドリヤ・ルサン

建築家

建築を通じた日本とクロアチアとの相互理解の
クロアチア共和国ザグレブ市
促進

105 亀井 真由美（かめい まゆみ）

クロアチア国営放送合唱団 ソプラノパートリー 音楽を通じた日本とクロアチアとの相互理解の
クロアチア共和国ザグレブ市
ダー
促進

106 シュテファン・ペホ

日本センター長

スロバキアにおける日本語教育の推進

スロバキア共和国ブラチスラバ市

107 フランティシェク・シェベイ

スロバキア・日本友好議員連盟会長

スロバキアにおける空手の普及

スロバキア共和国ブラチスラバ市

108 佐分 克三郎（さぶり かつさぶろう）

有限責任会社「Kulturbruecke GINKGO 」代表

日本とドイツとの相互理解の促進

ドイツ国エアフルト市

109 前 みち子（まえ みちこ）

デュッセルドルフ大学現代日本研究所教授

日本とドイツとの学術交流の促進

ドイツ国デュッセルドルフ市

110 ベルント・コーネルト

アウグスブルク＝シュヴァーベン独日協会事務
日本とドイツとの相互理解の促進
局長

111 ギゼラ・トゥロムスドルフ
112 香山 純子（かやま すみこ）

日独社会学学会会長

草月流師範

ギリシャ国アテネ市

ドイツ国アインドリンク市

日本とドイツとの学術交流の促進

ドイツ国フォルスト・アン・デア・ヴァインシュト
ラーセ町

ハンガリーにおける日本文化の普及

ハンガリー国ブダペスト市

平成28年度 外務大臣表彰受賞者 （個人）
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現住所

113 コンスタンティン・ディミトロフ・ガネフ

元国立音楽アカデミー鍵盤楽器学科長

音楽を通じた日本とブルガリアとの相互理解の
ブルガリア国ソフィア市
促進

114 ガエフスキー・スヴャトスラフ

NPO法人・東洋伝統文化協会「葉隠」理事長

ベラルーシにおける日本文化の普及

ベラルーシ共和国ミンスク市

115 レシェック カジミエシ ミハラク

ジャルフ市市長

日本とポーランドとの相互理解の促進

ポーランド国ジャルフ市

116 松本 照男（まつもと てるお）

フリージャーナリスト

日本とポーランドとの相互理解の促進

ポーランド国ワルシャワ市

表千家茶道教授

オーストリアにおける日本文化の普及

オーストリア国プファッフシュッテッテン市

118 フェルナー 宮良真理子（みやよしまりこ）

元グラーツ大学日本語教師

オーストリアにおける日本語教育の推進

オーストリア国グラーツ市

119 ディートハルト・レオポルト

墺日協会会長

日本とオーストリアとの相互理解の促進

オーストリア国ウィーン市

120 アイヌーラ・イシェンバエヴナ・ユスポヴァ

プーシキン記念国立造形美術館 東洋絵画・
版画上級キュレーター

美術を通じた日本とロシアとの文化交流の促進 ロシア連邦モスクワ市

121 イーゴリ・ザハロヴィチ・シネリニコフ

ロシア将棋連盟会長

ロシアにおける将棋の普及

ロシア連邦モスクワ市

122 カバチンスカヤ，エレーナ・リヴォーヴナ

折り紙クラブ「オリガタ」代表

ロシアにおける折り紙の普及

ロシア連邦サンクトペテルブルク市

123 ブルミストロヴァ，ナタリア・ペトロヴナ

非営利機関「サンクトペテルブルク日本茶道研
ロシアにおける日本文化の普及
究クラブ『茶の湯』」代表

ロシア連邦サンクトペテルブルク市

124 ハマルハノフ・ヴィクトル・ザハロヴィチ

友好協会「ブリヤート－日本」会長

日本とロシアとの相互理解の促進

ロシア連邦ブリヤート共和国ウラン・ウデ市

125 白畑 正義（しろはた まさよし）

サハリン日本人会（北海道人会）会長

日本とロシアとの相互理解の促進

ロシア連邦サハリン州ユジノサハリンスク市

126 ズラジャエフ，アレクサンドル・ガヴリロヴィチ

ユジノサハリンスク市室内オーケストラ代表兼
音楽を通じた日本とロシアとの相互理解の促進 ロシア連邦サハリン州ユジノサハリンスク市
指揮者

117

フーマン 明子（あきこ）
（通称：風満宗明（ふうまんそうめい））

平成28年度 外務大臣表彰受賞者 （個人）
NO.
127

候補者名又は団体名

肩書き（個人のみ)

功績概要

ワシレフスキー，アレクサンドル・アレクサンドロ サハリン国立総合大学先進発展科学研究所所
日本とロシアとの相互理解の促進
ヴィチ
長

現住所
ロシア連邦サハリン州ユジノサハリンスク市

128 亀岡 保夫（かめおか やすお）

公認会計士，独立非営利法人「貿易経済交流
日本とロシアとの相互理解の促進
発展のための日本センター」監査役

日本国埼玉県所沢市

129 鯉沼 秀臣（こいぬま ひでおみ）

東京大学大学院新領域創成科学研究科 客員
日本とアルジェリアとの相互理解の促進
教授

日本国東京都杉並区

130 ゲラウイ・アブデラティフ

モロッコ・日本友好協会会長

日本とモロッコとの相互理解の促進

モロッコ王国カサブランカ市

日本とオマーンとの相互理解の促進

オマーン国マスカット市

131

シェイク・モハメッド・ビン・サウード・ビン・サーリ
オマーン・日本友好協会会長
ム・バフワン

132 平間 理子（ひらま さとこ）

アッシジの聖フランシスコ総合産科病院看護指 医療分野における日本とマダガスカルとの相互
マダガスカル国アンタナナリボ市
導者
理解の促進

133 牧野 幸江（まきの ゆきえ）

アヴェ・マリア・クリニック助産師

医療分野における日本とマダガスカルとの相互
マダガスカル国アンチラベ市
理解の促進

134 アーロン・ムイーネ

ザンビア大学獣医学部教授

日本とザンビアとの相互理解の促進

ザンビア共和国ルサカ市

135 ジョゼフ・ムレンガ

ザンビア国立輸血サービス医長

日本とザンビアとの相互理解の促進

ザンビア共和国ルサカ市

136 アルトゥーロ P． ムイコ

元JICAマラウイ事務所顧問医

医療分野における日本とマラウィとの相互理解
マラウイ共和国リロングウェ市
の促進

137 シュローダー ハンス ピーター

スタークコンデ・ワイナリー社長

日本と南アフリカ共和国との相互理解の促進

138 古賀 伸明（こが のぶあき）

公益財団法人 連合総合生活開発研究所理事
経済分野における国際協力の推進
長

日本国東京都品川区

139 斎藤 勝利（さいとう かつとし）

第一生命保険株式会社代表取締役会長

経済分野における国際協力の推進

日本国東京都世田谷区

140 小林 好佐（こばやし よしすけ）

小林経営研究所・所長

経済分野における国際協力の推進

日本国北海道札幌市

南アフリカ共和国西ケープ州ステレンボッシュ
市
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現住所

141 足立 房夫（あだち ふさお）

一般社団法人 協力隊を育てる会前会長

技術協力分野における国際協力の推進

日本国東京都文京区

142 甲斐 達朗（かい たつろう）

大阪府済生会千里病院 顧問

緊急医療分野における国際協力の推進

日本国大阪府泉南市

