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モンゴルグルバーティー
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平成 25年 7月

28日

(日

)11時 から 138寺 まで恒例のグルバ ーテ ィーが河北潟干拓地内のハ ープ園ベザ ン

で開かれた。ペザ ンではモ ンゴル製のゲルを敷地内に新設 したばか りで、当日は ペザンオ ーナ ーに係わる他の
グル ープの出店があり、当協会からはモ ンゴリ
し留学生の調理 したボ ーズを販売 した。今年度は折か ら金沢に滞
在中のモ ンゴル留学生 ドムスレン・ オクチ ャプ リさん (通 称 ドーヤさん )の ご両親 (父 君はモ ンゴル国ウラン
バ ー トル 市バ ヤンズレフ区 92番 学校校長 )の 飛び入 り参力0も あ り、会員及び家族、モ ンゴル 留学生等総勢 1

6名 が集い、ペザ ン特製のピザ と飲み物で歓談 しゲルをバ ックに写真を撮 り、また北陸中日新聞社記者の取材
もあ った 。

◆清水

2014年 度 活動予定】
【
●4月

26日

●6月 上旬
●6月 28・

H26年

度総会、懇親念

モンゴルより先生 2名 来 日

̀交

流会

29日 国際交流まつり

●7月

BBQ

● 8月

モンゴル国スタデ ィツアー

●10月

モンゴル研究会 (映 画)。 理事会

● 11月

モンゴル料理教室

● 12月

忘年会

● 2月

演奏と舞踏

写真

:H25年 度

懇親会 の様子
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モ ン ゴル 研究会
「 国際交流祭 り 2013」 は平成 25年
(土

)20日

(日 )の

10月 19日

2日 間に亘 り開催された。今年度

はいつもの金沢 市役所前広場ではな く (市 庁舎が耐震 工

鶴

事中のため )「 しいのき迎賓館」広場 で開催された。
今回は 8月 末か ら 9月 にか けて 訪間 したモ ンゴルで
購入 した色々なお土産 (皮 製財布、人形、騒 Stぬ いぐる
み、ペ ンケ ース、ポ ーチ等 )が よ <売 れ、又前年同様塩
も売れた。更 に当日参加 してくれた トクソ ー、トヤ夫婦
と来日 したばか りのウル ジーさんの活躍でボ ーズ (約 4

3月 29日 、NPO活 動支援セ ンタ ー アイム"に て

サラダ、ス ーテ ィー茶等が沢山売れテ ン トは

モ ンゴル 研究会が開催された。今回 の講師 は協会員の中

0 01El)、

谷昂格麗馬 (ア ンギルマ )氏 で、
「私 の知るモンゴル・

大賑わいだ つた 。

2日 目には ドル ジーさん夫妻

(元 大統領補佐官 )が お

ウルスと内モ ン ゴル 自治区」と題 して、お話 しいただ い

見 えにな り金沢在住のモ ンゴル人学生達 と会話を楽 し
んだ様だ つた 。

た。
同 じモ ンゴル族でありなが ら、モ ンゴル国 (ウ ルス)と

◆渡辺

内モ ンゴルは 17世 紀よ り分断されて いた。一般に外モ
ンゴル 0内 モ ンゴル と呼ばれているが、この分断は清朝
のもとでなされたもので、その後前者はロシアの影響、
後者は中国の支配下に入 つたため、政治的・ 社会的・ 文
化的にも多くの違 いを生 み出すようにな つた。
講師は内 モンゴル出身で、自らの体験か らその実態を
お話 しされた。両方 とも、今後は地下資源に経済的基盤
を置き、従来の遊牧生活は後退 してい <が 、モ ン ゴル・
ウルスは自分たちの手で国 を変え られ る若 い国家であ
ヒと して位
るのに対 し、内モ ンゴル は中国における異文イ

ヽ

置 づ けられ、漢民族 と共 rrと してぃ <方 向である。当日
は、年度末にも関わらず 18名 に及ぼ会員が参加 し、講
師の話を熱心に聞いていた。協会では、こう した研究会
は今後 も続けてい く予定である。

◆沢田

忘年 会
12月 6日 、金沢スカイホテルにおいて 、忘年会が行
われた。会員 18名 、モン ゴル留学生 3名 が出席 した。
二胡の演奏に始 まり、夏のスタデ イツア ーの写真をプロ
ジェクタ ーで映 し出 し、清水さんが説明を加えた。その
あ と、新入会員の自己紹介、留学生の合 0昌 、ビン ゴゲ ー
ドル ジー さん夫妻 (左 端 と真ん中 )と 、 トヤさん、ウル

ムな どを して、親睦を深め、不Bや かなひ とときを過 ご し

ジ ーさん、 トクソ ーさん、藤木さん、宮田さん

た。
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◆杉原
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モ ン ゴル 料理教室
2014年 2月 23日 (日

)、

専門学校アリス学園・ 調理室にて、第二回目のモンゴル料理教室を開 <こ とが

できた。今回はモンゴルの伝統的な家庭料理、 トゴニーホルホグ (鍋 でつくるホルホグ)と バンシュタイツアイ

30名 ほどの参加者を 4グ ル ープに分け、モンゴル国からの留学

(餃 子入リミルクティー)に チャレンジした。

生博主課程専攻中の ドヤと内蒙古出身のアンギルマをメインに、各グループにモンゴル国留学生 (ザ す、エル
デネ、ウルジ、 トヤ 4名 )各 1名 をリーダーとして配置 した。
モンゴル料理はきっちりとしたレシピがな <、 味付け、具の量、火加減などが各グループによって多少異な
ることで、各グル ープの味が各家庭の味に変身 し、モンゴルムー ド漂う体験となり、大変印象深いものとなつ
た。モンゴル料理の味付けは、わりと刺激が少な<シ ンブルで誰にでも好かれる面があり、参力0者 のみなさん
に好評をいただいた。特に今回は羊の足二本を目の前で解体するシ ∃―もあって、大変興味深い料理教室だ っ
たと思う。 ◆中谷昂格麗馬 (ア ンギルマ)

Ｊ■ＪＩ霜１１

金沢市教育長 へ の お礼訪間
8月 30日 から 9月 6日 までのモンゴル訪間の最大の行
事であ つたウラ ンバ ー トルバヤ ンズルフ区第 92番 学校 ヘ
の約 300冊 の書籍寄贈 (金 沢市玉川図書館よ り)を 受 け
て 10月 8日 に ドーヤさん、澤田会長をは じめ 7名 で野□
弘金沢市教育長を訪 Po5し 、 ドーヤさんのお父様で第 92番
学校校長から金沢市へ の感謝状を手渡 しま した。

◆渡辺

=̀

「
8月 14日 に ドー ヤさん ご両親 を伴 って玉 川 図書館 を訪問
3
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10月 8日 野 口弘金沢市教育長に感謝状を渡す
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私 はウル ジ ー ドゥー レン・ ジ ャ
ダムバ ーです。1986年 にダルハ ン
県の病院で生まれま した。 自然の
写真を撮る ことに興味があ り、本
を読む ことが好きです 。兄が 3人
と姉が二人います。両親 と一緒 に
住んでいま した。英語教師 を専攻
し学士を取得 しま した。英語教師
と して 2年 働きま した。優秀な教
師 と して、賞 をいただきま した。
1薔 来の 目標は、英語教師の専 Fヨ を
も っと磨き、優れた教授法 を身 に

新会員の声①

つけた先生になることです。
私は日本について兄から少 しの情報を得て来ました。
みなさん、こんにちは。私はプ
日本に来る前、世界でも特に発展 した国に行つたことが
レウ・ エルデネノヽ―タルです。私
なか つたので、全ての物が面白<、 本当に新 しい気持ち
はモンゴルのホブ ド県で生まれま
で日々を過ごしています。
した。1996年 から 2006年 まで、
日本に来て間もな <の 頃、学校で先生に会おうと思い
私は故郷の Tsast‐ Altai高 等学校で
学校に行くと、石川モンゴル親善協会の渡辺さんを紹介
勉強 し、それからモンゴル国立大
されました。日本に来て日本語をよく話せなかつた時、
学の生物学部 に入学 しま した。
渡辺さんは私と英語で話 して <れ て、嬉 しかつたです。
2010年 に大学を卒業 してから、 モンゴルの言葉や文化に興味を持ち、支援 して<れ る人
研究者として生物研究所に勤めて
が大勢いることは、私にとって心強いです。自分の国か
いました。数日前、日本に来ま し
ら遠いところに留学に来ましたが、家族といつしょにい
た。美 しい場所で勉強 し生活でき
るような暖かい気持ちでいられるので、私は自分が幸せ
て幸せです。趣 味は読書、映画鑑賞、そ して ピクニ ック
だと思つています。
です。よろ しくお願 い します。
この機会を使 つて、今日まで支援して<だ さった石川
モンゴル親善協会の皆さん、渡辺さん、ゆみこさん、ま
たアリス学園の道上先生方に感謝申し上げたいです。

褥

新会員の声②
お局」
れの声

Hauarir X(anarw6aarr,rfrw e.nnrrimzvnaw rannr. 'l 986
orrr-r flanxarrVvn a#rrrufrrr rernax 3tvrrr3rrar-T TtrncAH
Corranxo.n 6arlrra.rnrfin ivner aRax. rroM vHrlrr{x
,rvnrri.3
ax 2 erqrefi. Aan ec*cr.rrirrxae xaMT
aMrllTanrrar [aan 6nnnncnonrnr]r Awrnrr xarrssit
6arrrrlrr?rr Manrglrcrd.rr AiaMlrlcsrr. Aarnrr xn-m+ufr
6arrrrrarlrr tuanral+c,rriAn3g 2 :yr,g.tt a:x{vt.rr.'rlc;p..
Earrrrnirr e rrrTan rTlrr irrrsr. 6arrrr Mprra firran
TrrarHerrrcarr, Ijlnsgnvrlrr aonrr.lrro arrr..lrrr xe.rrHvrri

ここに心か らのお礼を述 べ させて頂けることを嬉 し<
思 います 。
私の家族は金沢の ことを息子の出生地、そ して健康的
な生活のスタ ー トの地 と して、ず つと覚えています。私
たちは、金沢で出会 った皆様に、心か らの感謝 と恩を申
し上げます。
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ありがとう金沢。ザす ―,オ ガ ハンガル
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