
在外外国人

旭大
日本・ドイツ国間の経済
の緊密化に寄与

元　ドイツ産業連盟会長
元　フォイト（株)取締役会長

ミヒャエル・ロゴフスキー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(男)
Michael Rogowski
　　　　　　　　                   　(66歳)

ドイツ国

ﾊﾞｰﾃﾞﾝ=ｳﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ州
ハイデンハイム市

旭大
日本・モンゴル国間の友
好親善に寄与

元　閣僚会議議長
元　大蔵大臣
元　国家計画委員会長官
現　モンゴル日本関係促進協会
      会長

ドマーギーン・ソドノム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(男)
Dumaagiin Sodnom
　　　　　　　　                   　(72歳)

モンゴル国

ウランバートル市

旭重
日本・アメリカ合衆国間
の学術交流促進に寄与

現　メリーランド大学教授
元　　　同　　　微生物学研究
　　 所長
元　米国国立科学財団長官

リタ・コルウェル
                                          (女)
Rita Colwell
                                       (71歳)

アメリカ合衆国

メリーランド州
べセスダ市

旭重
日本・アメリカ合衆国間
の友好親善に寄与

元　米日財団理事長
現　ﾀﾌﾂ大学ﾌﾚｯﾁｬｰ・ｽｸｰﾙ
      学長
元　在韓国米国大使
元　朝鮮半島ｴﾈﾙｷﾞｰ開発機構
　　 (KEDO)事務局長

スティーヴン・ワーレン・ボスワース
                                          (男)
Stephen Warren Bosworth
                                       (65歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
ボストン市

旭重
日本・エジプト国間の学
術交流及び対日理解の
促進に寄与

元　カイロ大学学長
現　シューラ評議会議員
エジプト日本帰国留学生会
名誉会長

ファルーク・イスマイール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(男)
Farouk Ismail
　　　　　　　 　                     (66歳）

エジプト国

ギザ県
ドッキ地区

旭重
日本・スウェーデン国間
の学術交流促進に寄与

元　ｽｳｪｰﾃﾞﾝ王立科学ｱｶﾃﾞﾐｰ
　　 事務総長
元　カロリンスカ研究所医学部長

アーリング・ノルビー
                                　　　　 (男)
Erling Norrby
                                       (68歳)

スウェーデン国

ストックホルム市
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旭中
対日理解の促進及び日
系人の福祉向上に寄与

元　国営ﾌﾟﾙﾀﾐﾅ中央病院長
元　日本ｱｼﾞｱ脳神経外科学会
      会長

サティアヌガラ
                                          (男)
Satyanegara
                                      (66歳)

インドネシア国

ジャカルタ特別州
南ジャカルタ市

旭中
日本文化紹介及び日本
研究の促進に寄与

現　ｾｲﾝｽﾞﾍﾞﾘｰ日本藝術研究所
      理事
元　ｲｰｽﾄ・ｱﾝｸﾞﾘｱ大学学長
元　ﾋﾞｸﾄﾘｱ・ｱﾝﾄﾞ・ｱﾙﾊﾞｰﾄ博物
     館館長

エリザベス・アン・ルースモア・
　　　　　　  　 エスティブ・コール
                                          (女)
Elizabeth Anne Loosemore,
                    　　 Esteve-Coll
                                       (67歳)

英国

ノーフォーク州
アイリッシャム市

旭中
日本研究及び対日理解
の促進に寄与

現　ボン大学近現代日本研究
　　 センター所長
現　　　同　　主任教授

ヨーゼフ・クライナー
                                          (男)
Josef Kreiner
                                      (65歳)

オーストリア国

ドイツ国
ﾉﾙﾄﾗｲﾝ・ｳﾞｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ州

ボン市

旭中
日本・ガイアナ国間の友
好親善に寄与

現　在ジョージタウン日本国
     名誉総領事

ウィリアム・ハンセル・バロウ
                                          (男)
William Hansel Barrow
                                       (69歳)

ガイアナ国

デメララ東岸地区

旭中
日本・スリランカ国間の経
済交流促進及び友好親
善に寄与

現　スリランカ中央銀行金融
　　 政策委員会委員
元　スリランカ・日本友好協会
　　 会長

ティラック・デ・ソイザ
                                          (男)
Tilak de Zoysa
                                       (59歳)

スリランカ国

ヌゲゴダ市

旭中
日本語教育の発展に寄
与

元　香港城市大学学部主任
現　新亜研究所所長

チャン・ジー・シェン
陳　志　誠
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (男)
Chan Che Shing
                                       (66歳)

中華人民共和国

香港特別行政地区



在外外国人
国籍

ふりがな

氏　　名
現住所

性別・年齢

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）

旭中
日本・ドミニカ共和国間
の友好親善及び経済交
流促進に寄与

元　日本・ﾄﾞﾐﾆｶ共和国商工会議
      所会頭
現　㈱ﾎﾞﾅﾝｻ・ﾄﾞﾐﾆｶｰﾅ社社長

アール・エドゥアルド・ラマ・エス
                                         (男)
R.Eduardo Lama S.
                                      (72歳)

ﾄﾞﾐﾆｶ共和国,ﾍﾞﾘｰｽﾞ国

ドミニカ共和国
サントドミンゴ市

旭中
日本語教育の発展及び
日本・ハンガリー国間の
友好親善に寄与

元　外国貿易大学副学長
現　神田外語大学教授
元　ハンガリー・日本友好協会
     会長

ヒダシ・ユディット
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(女)
Hidasi Judit
                                      (57歳）

ハンガリー国

千葉県
千葉市

旭中
日本・フィンランド国間の
経済交流促進に寄与

元　フィンランド産業雇用者連盟
　　 貿易政策・国際関係局長

スヴェン・エリク・フォルスマン
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(男)
Sven Erik Forsman
                                      (64歳）

フィンランド国

ヘルシンキ市

旭小
対日理解の促進及び日
系人社会の地位向上に
寄与

元　ワシントン州日米協会会長
元　日系米国市民協会ｼｱﾄﾙ
      支部会長
現　日系米国人記念碑財団会
      長

トミオ・モリグチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(男）
Tomio Moriguchi
                                 　　(69歳）

アメリカ合衆国

ワシントン州
シアトル市

旭小
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・日本庭園館長
元　南フロリダ日米協会会長

ラリー・ローゼンスワイグ
　　　　　　　　　　　　 　 　　 　  (男)
Larry Rosensweig
                                      (54歳）

アメリカ合衆国

フロリダ州
デルレイ・ビーチ市

旭小
我が国音楽文化の向上
及び若手音楽家の育成
指導に寄与

現　別府アルゲリッチ音楽祭実
　　 行委員会総監督
ピアニスト

マルタ・アルゲリッチ
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (女)
Martha Argerich
                                       (64歳）

アルゼンチン国

ベルギー国
ブリュッセル市
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旭小
日本・大韓民国間の友好
親善に寄与

元　㈳釜山広域市韓日親善協
      会副会長
現　韓国高速海運㈱会長

キム・ギョンヒ
金　景熙
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　(男)
Kim Kyung-Hee
                                  　　(79歳）

大韓民国

釜山広域市

旭小
日本・台湾間の経済交流
促進に寄与

現　㈶台日経済貿易発展基金
      会董事・常任特別顧問
現　台日商務協議会秘書長

リ・シャンチア
李　上甲
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (男)
Lee Shang-Chia
                                       (77歳）

台湾
台北県
永和市

旭小
日系人の福祉向上に寄
与

元　サンパウロ州農務長官

パウロ・ダ・ロッシャ・カマルゴ
　　　　　　　　　　　　 　　　　    (男)
Paulo da Rocha Camargo
                                      (85歳）

ブラジル国

サンパウロ州
サンパウロ市

旭小
日本語教育の発展に寄
与

元　ソフィア第１８学校ウィリアム・
      グラッドストーン校長

マリヤ・ヴァルチャノヴァ
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (女)
Maria Valtchanova
                                       (62歳）

ブルガリア国

ソフィア県
ソフィア市

旭小
日本文化紹介及び対日
理解の促進に寄与

現　ﾛｼｱ国立中央映画博物館
     館長

ナウム・クレイマン
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (男)
Naum Kleiman
                                       (67歳）

ロシア国

モスクワ市

旭小
日本文化紹介及び対日
理解の促進に寄与

画家
元　モスクワ国立印刷芸術大学
     主任教授

マイ・ミトゥーリチ・フレブニコフ
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (男)
Mai Miturich-Khlebnikov
                                       (80歳）

ロシア国

モスクワ市
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旭双
日系人の福祉向上に寄
与

現　ｼﾞｮｰｼﾞ鈴木内科ｸﾘﾆｯｸ
      院長

ジョージ鈴木
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (男)
George Suzuki
                                       (78歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市

旭双
日本・インド国間の友好
親善及び対日理解の促
進に寄与

元　ムンバイ印日協会会長

クムド・ナレンドラ・ブーワ
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (女)
Kumud Narendra Bhuva
                                       (64歳）

インド国

マハラシュトラ州
ムンバイ市

旭双
剣道の普及と振興に寄
与

元　スイス柔道連盟剣道部部長
スイス剣道・居合道名誉会長

フリッツ・デットヴィラー
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (男)
Fritz Dettwiler
                                       (83歳）

スイス国

バーゼル・ランド州
ゲルターキンデン村

旭双
日本文化紹介及び対日
理解の促進に寄与

現　ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ・ｵﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
　　 実施委員会事務局長

ダグラス・ジョン・ミリガン
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (男)
Douglas John Milligan
                                       (59歳）

ニュージーランド国

カピティ郡
パラパラウム町

旭単
ハワイ島パホアにおける
日本人物故者の慰霊に
寄与

元　パホア日系人会会長
元　ハワイ島日系人協会
     パホア代表

佐東　広雄
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (男)
Hiroo Sato
                                       (86歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
パホア
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瑞双
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ウルグアイ日本国大使館
　　  現地職員

アルシデス・ロレンソ・リアル・
                               ゴンサレス
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (男)
Alcides Lorenzo Rial Gonzalez
                                       (60歳）

アルゼンチン国

ウルグアイ国
モンテビデオ市

瑞双
日本国在外公館活動に
寄与

元　在メキシコ日本国大使館
      現地職員

横山　俊江
　　　　　　　　　　　　 　　　　 　  (女)
Toshie Yokoyama
                                       (64歳）

メキシコ国

メキシコ市
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