
――＜ぜひ、コンサート検討ください－あなは、どんなモンゴル滞在したいですか＞―― 

昨年の友好コンサートは、準備不足・遅れ、さらには日本大使館の無知な対応でたいへんな思い

をしました。しかし、楽しく有意義に実施することができました■今年からの友好コンサートは、企画

の必要希望数が確保されることが前提ですが、ぜひ、引き続きコンサートが実施できればと考えて

います。また、これまでの友好コンサートの発展として、モンゴル西域県での民族音楽コンクールが

具体的に企画できることを期待しています●さて、モンゴル滞在・交流の旅は、希望者が小さくとも

具体的な目的・要望をもって、自分なりのモンゴル滞在を考えてください。より有意義なものになる

でしょう。さまざまな分野で「互いにまなびあい、協力できる」ことも展望できればと思います●これか

ら、新たなモンゴル側の友好グループ“アンディン・ホルボーの会”と、協力して何ができるか具体

的に考えていきます。ご意見・提案がありましたら、お寄せください■この間、ひどいメールが毎日

のように数多く送られてきていましたが、今回、メールアドレスを変更しました。よろしく／おおしま 
 

昨年来日の馬頭琴奏者ムンフスフの娘２才 
 

モンゴル交流協会ナイラムダル案内 
  URL http://www.d6.dion.ne.jp/̃nairamgo/ Ｅ-mail   nairamdal-05@s5.dion.ne.jp 

Z"KY－BKYUKLSY    HGJNLWGGYS    YGAJGB:GL    YNAUTBLTU 
 

ナイラムダル ・ ・ ・ “YGAJGB:GL”「友好」という意味です。 
なぜ、モンゴルとの交流 ・ ・１９８４年個人的なモンゴルの仲間との交流をきっかけに、モンゴル

の生活・文化に興味ある仲間が集まり、身近に友だちができるような交流を通じて

「豊かな社会を互いに考えながら、理解と友好を深めていきたい」と設立。 

モンゴルの仲間 ・ ・ アンディン・ホルボー会／友好の活動、交流準備・受入、コンサート準備 
ｍａｉｌ andb3m@yahoo.com／英語、モンゴル語・日本語（アルファベット書き） 

活動していること 

＊モンゴル民族音楽ナイラムダル・コンサート／１９９２年から毎年開催。この間、各
地で２２４公演。内小中高学校・養護学校・施設などで８４公演。 
開  催／東京都､千葉県､神奈川県､栃木県､山梨県､佐賀県､長崎県､兵庫県､福岡県、長野

県、埼玉県、宮城県、青森県、愛知県、福島県 

＊夏、モンゴル交流の旅／１９９１年から、ホームステー、ゲル滞在と乗馬、遊牧民ゲル訪
問、植物観察、遊牧民ゲル生活体験など。＜年間を通し、モンゴル訪問可能＞ 

＊通信「モンゴルからの風」1993.7創刊／季刊A5版２４P. 

＊展示会、モンゴル紹介展示品貸出、小学校等での授業                                       

①モンゴル紹介展示会／３３回、及び､コンサート会場で開

催。｢写真パネル｣｢子供たちの絵画｣｢モンゴル各種民具｣

「民族服」「民族楽器」などを所有。 

②小学校などへ写真パネルなどの貸し出し（多数）。 

  （貸し出し無料。ただし、１年通信購読会員に！） 

③小学校での国際理解｢モンゴル紹介｣授業（５１回）。 

会員は ・ ・ ・全国各地に２００人程。年会費２０００円。 
郵便振替／「モンゴル交流協会ナイラムダル」 ００１５０－１－７６３０８９ 

扱っています ・ ・ ・会話集、民族音楽ＣＤ、ビデオ「草原の子たち」、モンゴル関係小冊子など。 
 

発   行 モンゴル交流協会ナイラムダル         携帯 090-4200-8099 
321-2345今市市木和田島 １５２６－１５２   ｔｅｌ．ｆａｘ．０２８８－２６－０１３０ ／大島 武行  
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今年のコンサート企画、希望ありませんか！ 

モンゴル訪問・交流の旅は、あなたが企画を！ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

７月末、冷たい小雨の降る中、ウルギーから峠を越えて250ｋｍ 

ウランゴムへ向う家族。こんな光景は、珍しくない 
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ことしからの友好コンサート 

コンサート希望を確保して実施へ！ 

地域で、小学校などで、検討ください 
 

 

例年の友好コンサートは、難しく！！ 

ナイラムダル(友好)コンサートは、これまで「多くの人たちにモンゴル民族音楽を通じて､国際・文

化交流の一環として理解と友好を深め合えるきっかけにしていきたい」と、１９９２年から毎年開催し

てきました。この１３年間で、各地で延べ２２４公演(内小中高学校・養護学校・施設など８４公演)を
数え、多くの人たちに紹介してきました。合わせて、モンゴル紹介・写真展示、プログラムとして通信

の配布などで、少しでもモンゴルを身近にするきっかけを多くの人にできたと思います。 
＊開催地域／東京都､千葉県､神奈川県､栃木県､山梨県､佐賀県､長崎県､兵庫県､福岡県、長野

県、埼玉県、宮城県、青森県、愛知県、福島県 
＊     ＊     ＊ 

反面、この１３年間、コンサートを続けてくる中で、一番大変なことは、コンサートを開催してくれる

ところを確保することでした。当然ながら、モンゴルから演奏家を呼ぶことになれば、費用がかかりま

す。この費用は、コンサート回数が確保されて、必要費用が確保されることが条件です。しかし、コ

ンサートを希望する場所を確保が困難な状況になってきています。 

 

今年から、コンサート希望・要望を受けて、必要数のコンサートを確保して実施へ！ 

今年からは、事前にコンサート希望をとって、企画予算のコンサートができる条件を確保して、実

施することとします。身近なところで、以下のコンサートが可能かどうか検討してください。 

モンゴル民族音楽友好コンサートを振り返り 

発展的に、次につなげていきたい 

民族音楽コンクール企画(案) 
 

 
＜コンクール企画!! 民族音楽を支える小さな力に＞ 

私たち「モンゴル交流協会ナイラムダル」は、この間、１３年に渡って、モンゴル各地の伝統と特

徴ある、素朴な民族音楽を紹介してきました。 
モンゴルの人たちは、いまだ厳しい生活状況、各県の劇場運営が厳しい状況にあります。また、

友好コンサートは、毎年実施していく困難さなど、改めて、様々な状況を振り返っているところです。

そこで、これまで毎年実施してきた「友好コンサート」の取り組みを変更することにしました。そして、

これまでの経験・成果を基に、様々な状況、力に応じて、これまでの取り組みを大事にしながら、以

下の「民族音楽コンクール」の企画を考えています。 
ナイラムダルの関わりは、力量にあった取り組みとして、強制的な負担にならないこと。個人として、

希望があれば、気楽に参加できること。「友好コンサート」は、毎年企画し、開催希望があり、資金が

確保できれば実施していくことにしました。 
 

民族音楽コンクール企画〈案〉 
 

〈目   的〉モンゴル民族の文化として、民族音楽を大事にしていくために、民族音楽への情熱・

興味を高揚させるひとつにしていきたい。 

〈モンゴル交流協会ナイラムダルとしての目的〉 
＊これまでの友好コンサートで、改めて民族音楽・文化の重要性を知り、モンゴル民族音

楽発展のために協力していきたい。 
＊コンクールに当っては、協力として、援助・賞品を考えていきたい。一般、会員に呼び

かける。 
＊コンクール鑑賞・審査に関われるようにし、会員の希望があれば、参加を可能にする。 

＊「友好コンサート」開催は、毎年、希望・要望を受けて、予算確保が可能になれば開催

していくことにしています。その際は、このコンクールの優秀なアーチェストを日本に招

待することを考慮していきたい。 

＊日本の民族音楽紹介・交流をできるようにし、希望者があれば、参加を可能にする。 

<モンゴル西域５県でコンクール企画を検討> 
＊西域５県(オブス県、バヤン・ウルギー県、ホブド県、ゴビ・アルタイ県、ザブハン県)の県
立劇場協力により、コンクール企画。各県立劇場でコンサート優秀者が参加。毎年、各

県の持ち回りで開催。開催時期として、毎年９月頃が最適とのこと。 
＊西域５県／これまでの「友好コンサート」で関わりが深いこと。さらに、民族音楽の地域

的、民族的な特徴のあること。 
 

＊ホブド県センゲさんと上記企画を相談したところ、西域５県の劇場で考えられるということで、上記

の企画で、検討しています。（2004.05） 

 

友好コンサート企画 予算額を確保して実施へ 
企画案／３人の演奏家（馬頭琴、ホーミーなど） 

 

＊日  程 （２週間） ２００５年１１月  又は  ２００６年２月 

＊コンサート費用（分担金）  一般コンサート２０万円×６ヶ所、小学校など７万円×３ヶ所 

     その他、栃木県今市市（宿泊地）からの交通費／往復キロ×１００円 

＊予算額／１４０万円 

   予算は、ホームステー、移動は自家用車で費用を最少額に抑える。 

   演奏家３人、通訳１人、ナイラムダル１人／５人 
 

友好コンサート希望は、ご相談・連絡ください 
                            ｔｅｌ．ｆａｘ． ０２８８－２６－０１３０／おおしま 

＊最終決定（希望締め切り） ２００５年０３月２０日 

〈ご意見、相談などありましたらお寄せください〉 
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これからのモンゴル滞在・交流の旅 
何に興味がありますか 

自分で、やってみたいことを計画してください 
 
 

 

今年からは、これまでの個人の要望で「遊牧民ゲル生活体験」「植物観察」など、個人の興味や

希望（目的）に応じたモンゴル滞在をサポートしていくことにします。 

ぜひ、モンゴルでやってみたいこと、体験したいこと、調べたいこと、交流したいことなど、自分の

目的を具体的にはっきりさせてください。楽しみと有意義な体験・交流ができると思います。 
 

①まずは相談ください。 Ｅ－ｍａｉｌ ＩＤ   nairamdal-05@s5.dion.ne.jp 

ｔｅｌ．ｆａｘ ０２８８－２６－０１３０／大島 

②インターネットｍａｉｌが可能な方は、モンゴル側友好グループと直接、具体的な相談が可能です。

ぜひ、個人で相談していただければと思います。日本語、英語で連絡可能です。 

③必要な費用は、モンゴル側友好グループへの活動資金援助（１人５０ドル）をお願いします。 

企画サポート、ウランバートル空港と宿泊所の送迎、交流などをします。 

その他／希望に応じた宿泊(ホームステー、ホテル)、移動、食事、通訳など実費です。 

詳しくは、お問い合せください。 

④モンゴルへの航空券購入、ビザ取得、パスポート取得は、個人で手続きをしてください。 

＊航空券は、旅行社を紹介します。ビザは、郵送でも簡単にできます。相談ください。 

⑤体験談など、感想・報告をお願いします。通信の読者に、経験を共有していきたいと思います。

気楽に簡単な感想でも結構ですし、連載での掲載も可能です。 

＜個人の旅行ですので、各自責任を持ってください＞ 
 

アンディン・ホルボーの会 Gy;sy  hkldkk  ynautbltu“友だちが結びつく会” 
モンゴルの友好グループ「アンディン・ホルボーの会」が企画・準備を協力してくれます。 
〈スタッフ〉 D. ボルトバートル（ボルト）、D. バダムスレン（バドマー／日本語ＯＫ） 

L. ミャグマンフー（ミーガ／日本語ＯＫ）、M. バッチョローン 
参照（通信ＮＯ．４６／２００４．１０．） 

 

〈参 考－１〉これまでの交流や、滞在など 

＊民族音楽関係（ウランバートル及び地方） 

 ①少数民族の民族音楽を知る。 ②馬頭琴など民族楽器、ホーミーなどを習う。

 ③民族音楽演奏家、歌手などとの交流／これまで来日した演奏家との交流 

＊遊牧民の生活 ①遊牧民ゲル訪問・交流 ②遊牧民ゲル・ホームステー 

＊植物観察／草原の高山植物、モンゴル・エーデルワイスを見に行きませんか。 

＊地方の生活・文化など 

＊車でのモンゴル遊牧生活を見聞／地方へ草原を車で 
 

〈参 考－２〉 

＊ウランバートル市内散策、ウランバートル・ホームステー 

＊遊牧民ゲル訪問、遊牧民ゲル・ホームステー、草原での乗馬 

＊地方／特に、ナイラムダルのコンサートで来日している県 

 フブスグル県／フブスグル湖、ツァータン（トナカイを飼っている） 

 ホブド県／ホーミーのモンゴルの故郷、多くの少数民族が住む、壁画のある洞窟 

 バヤン・ウルギー県／カザフ族の文化、鷹匠 

 ドルノ・ゴビ県／砂漠 

（その他の県についても可能／相談ください） 
 

〈参 考－３〉チケット／成田－ウランバートル往復／２００４年 モンゴル航空直行便 
 (草原が青くなるのは、５月末から６月上旬です) 

５月連休後～６月中旬   約６～７万円 
６月中旬～７月初   約１１万前後 
７月初（７月１１日／ナーダム時期） 約１３万円前後 
７月中旬（７月１１日／ナーダム以後） 約１１万円 
７月中旬～７月下旬   約１３万円前後 
８月初（お盆時期）～８月中旬  約１６万円前後 
８月中旬（お盆以降）～９月上旬  約１３万円前後 
＊モンゴル航空以外／インチョン（ソウル）経由便、北京経由便があります。 

 

■話が始まるモンゴル会話集 (文庫版112ｐ／８００円) 
 モンゴルの最近の具体的様子が満載！！ 

 
 

これまでの交流企画は取りやめました 
 

これまでナイラムダルの企画、「ホームステーでゆくモンゴル・乗馬三昧 ＆ 遊牧民ゲル生

活体験・中央ゴビ大草原を馬で駆ける」は、取りやめました。 

この間、この企画には、多くの会員が参加して、ウランバートルのホームステー先家族との交

流、特設ゲルでの生活体験、遊牧民との交流、草原での乗馬体験をしてきました。モンゴルの

人々との交流を通じて、参加者それぞれが、多くのことをまなんできました。 

しかし、以下のような状況・理由から、これまでの交流企画は取りやめることにしました。 

＊参加者は、少なくとも滞在経験のアンケートを書いてもらい、経験を共有したいと考えていま

したが、個人の楽しみだけになって、書いてくれる人が少なくなってきている。個人の楽しみ

だけなら、一般のツァーと変わらなくなっている。 
＊ナイラムダルとして、募集、連絡、現地同行の負担が大きい。 
＊以前のモンゴル側での受入は、ホームステーの受入の準備、質の低下。少しずつ友好とい

うより、金儲けに重点が大きくなってきている。 

mailto:nairamdal-05@s5.dion.ne.jp
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友好コンサートで来日した地方の演奏家・近況 
２００４．０７～０８／おおしま 

 

〈２００３／フブスグル県立音楽ドラマ劇場〉０７．１６－２０ 

Ｏ．ルハグバジー 喉笛、舞踊家 

Ｄ．ホルガナー 舞踊家 

Ｓ．バートル 馬頭琴奏者 

Ｐ．アマルサイハン 歌手 

＊ルハグバジーさんは、フレルオチルさん、パグマジャ 

ブさんの３人で中学生に民族の民族音楽、踊りを教え

るクラブを計画中。 
＊バートルさん／６月に子ども誕生。 
＊７月１８日／夕食は、アマルとホルガナが一緒に住

み始め、招待。２人も貧乏ということから、戦後まもなく

建てられた古い一階建ての集合住宅(１室)を借りています。キッチンは、部屋にストーブがあって、
そこでホルガナが料理を作ってくれました。ホルガナの息子と３人暮らしは、質素そのものです。た

いへん暑いにも関わらず、ストーブをたいての料理つくり、部屋はさらに暑くなっています。１つの窓

ガラスは、少しでも外気が入るように、はずされています。 
 
〈２００２／バヤンウルギー県立音楽ドラマ劇場〉０７．２２－２７ 

Kh.チャパエブ 馬頭琴・ドンブル奏者、歌手 

Ｂ．メルエシュ 歌手、ドンブル奏者 

Ｊ．マリヤ ホブズ奏者 

＊７月２３日／チャパエブさんの家に招待。夏ということで、家

の敷地内に、一般のゲルを二周り大きくしたカザフのゲルが建

てられています。モンゴルゲルより、天井も高いことから、ハー

ンの住むゲルのように大きく、絨緞を敷き詰めて豪勢な内装に

驚きました。 
チャパエブさんは、息子など子どもたちを紹介。今後の付き 

合いは、私がいなくとも家族が引き継いで友好を深めて生きたいと、すばらしい言葉に感動しま

した。 
＊７月２４日～２５日／メルエッシュさんを含め、劇場の人たちとで、ツァンバガラブ山(4202m)の山
麓のアルタンツゥクツ村(黄金の花)での８０歳の老人を祝う集いに同行。山麓の草原で、あの透き
通る声を聞かせてくれました。また、彼女のカレンダーをウルギーの店で見つけます。 

＊７月２６日／マリアさん宅。昨年８月２６日、双子出産。しかし、未熟児のため、１人亡くなる。マリア

の夫、イルケンは、以前、劇場でドンブル・歌手として働いていましたが、２人が劇場で働いてい

ては、生活が苦しいので、ビジネスをやっています。1ヶ月に何度かロシアに。マリアは、来年にも
大学院で学ぶために、ウランバートルへ出る予定。 
 

〈１９９８／ホブド県音楽劇場民族音楽アンサンブル所属〉０７．２７－３０ 

Ｎ． センゲドルジュ ホーミー歌手 

Ｓ．ネルグィ  シュドルガ奏者 
Ｔｓ．トール  ヤトガ奏者 
Ｄ．ムンフスフ  馬頭琴奏者 

＊ホブドに日本との友好組織を作りたい／劇場の中に展示室・事務室を確保したい。 
 

〈１９９９／ドルノゴビ県立音楽ドラマ サラン・フフー劇場所属〉０８．０１－０３ 

Ｚ．チョローンバータル 馬頭琴奏者 
Ch. オトゴンマー  歌手 
Ｐ．エンフタイバン  ホーチル奏者 
Ｌ．ナラントヤ  ヨーチン奏者 
 

＊ナラントヤさん／８月１日１６時３０分、私は、サンシャットへ向けて出発するとき。その１０分ほど前

に、私のコンパートメントに女性が入ってきて話し始めました。誰かわかりません。何と、今から行

くドルノ・ゴビのグループのナラントヤさんでした。今、劇場が休みになり、ウランバートルに来てい

て、知人を送りに、偶然にも私のワゴンに乗り込み、私を見つけたのでした。５～６年も経って、忘

れていたわけではないのですが、サンシャトにいるはずの人が、急にウランバートルの列車に現

れ、私がわからなかったのは、やむを得ませんでした。 
＊オトゴンマー、チョロンバートルさんは、２０００年９月に開催されたコンクールでオルティン・ドーの

ボルジギン部門で優勝。チョロンバートルさんは、馬頭琴奏者としても２位を得る。 
＊さらに、チョロンバートルさんは、２００３年マクタールチ・コンクールで 1位。彼の息子は、３位。 
モンゴルと中国との交流が進んで、内モンゴル(バットハーガ・ホト、シリィーンゴル)での演奏、村
のナーダムや、ツーリストキャンプで演奏しています。また、２００３年、交通事故で左顔を大けが、

今も少し後遺症があります。２人の子どもは、ウランバートルの大学に。学費を今年中に

1,000,000 トグルクつくらなければならないので、一戸建ての別宅、トイレ、ゲルを売ろうと思って
います。現在は、サンシャットの病院で修理などの労働者として働いています。 
＊オットゴンマーさん／劇場に所属。劇場で働く人は、48人。給料は、40,000～60,000 トグルク。 
生活はたいへん。子どもは、２０才／教育大生、１８才／１０年生、１６才／８年生 
ラマ教の詩人、ダンザン・ラブジャが、モンゴルで初めて劇場を創設。２００３年、彼の生誕２００年 
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の記念日に、文化

勲章を受章。 
＊ナラントヤ、エン

フタイワンさん／８

月３日、サンシャッ

トからウランバート

ルにもどり５年ぶり

の再会です。エン

フタイワンさんは、

流ちょうな日本語を話すので、さらに驚き。独学で勉強したとの

こと。日本語のエンフタイワンさん、言葉に詰まると、ナラントヤ

とロシア語でと、話がはずみます。ナラントヤさんは、現在、劇

場では働いていず、たまに演奏する程度とのこと。食事の後、

一緒に写真を撮りにスフバートル広場に向かい、記念写真。 

 
〈２０００／オブス県立音楽ドラマ劇場所属〉０７．１５、０７．３０、０８．０８ 

Ｓ．スレンフー  馬頭琴奏者 

Ｏ．オトゴンフー  ホーミー歌手 

Ｇ．バヤルタイ  舞踊家 

Ｊ．ウルジンルハム  ヨーチン奏者 

＊スーレンフーさんは、ウランバートルのレストラン”月”に所属。久しぶりの見覚えのある黒々とした
顔のスーレンフーさんと６年ぶりの再会。今回、オブスを訪れ、まったく知人に会うことが出来ず、

寂しかったことを話します。彼は、この間、２度日本に行ったとのこと。彼は、少し、日本語が話せ

るようになって、現在は、ホーミーをできるようになっています。 
＊その後、バヤルタイ、ウルジー、スーレンフーさんと再会。食事をしながら、日本でのコンサートの

思い出や、現在の活動など話がつきませんでした。 
＊バイヤルタイさんは、ウランバートル第１４学校の教員、１００人程の子どもたちに踊りや歌を教え

ています。 
＊ウルジールハムさんは、軍の劇場でアンサンブルに所属。ヨーチン奏者として働いています。家

族全員、オブスから引き上げるため、今、オブスの家を売りに出しているということです。 
＊オトゴンフーさんは、レストラン”月”に所属していますが、今、地方に行って演奏をしています。 
 

〈２００１／中央県立音楽ドラマ劇場〉 

Ｇ．エルデネバートル 馬頭琴奏者 

Sh．チャンツァルノルマー ヨーチン奏者 

Ｎ. トンガラク       オルティン・ドー歌手 

Ｐ．トール  シュトルガ奏者 

＊エルデネバートルさん／連絡が取れませんでしたが、後日、中央県ゾウモド在住。 

＊ノルマーさん／１０．０７電話が入る。「来年、ツァガンサルには帰国する予定」「あとの２人は、別

のところにいる」と。 

＜ナイラムダル活動予定＞２００５．０１―１２ 会員の方参加協力してください ! 
 

０３月０６日  ふくしま地球市民フェスティバル〈郡山市〉 スタッフ参加してみませんか 

０３月１２～１３日 今市市市民活動交流会の開催／第２回〈今市市民活動支援センター〉 

０5月 春の交流会（市原市／比留川宅） 

０７月 日光だいや川公園／展示会 

１０月 栃木県インターナショナル・フェスタ 

１１月 鹿沼ワールドフェスタ 
 

＜ナイラムダルの動き＞２００４．１０－１２  〈敬称略〉 
 

１０月０６日  市原市（比留川宅）よりゲル運搬／公園事務所、大島 

１０月０７日～１１月１０日 日光だいや川公園内ゲル紹介／中込、大島 

１０月０９日  とちぎインターナショナル・フェスティバル／台風のため中止 

１０月２０日～１１月５日２００４年１３次ナイラムダル（友好）コンサート“モンゴルからの風” 

１１月１１日  市原市（比留川宅）よりゲル返却／公園事務所、大島 

１１月１４日  鹿沼ワールド・フェスティバル／渡辺、大島 

１１月２６日  モンゴル共和国宣言８０周年記念レセプション（モンゴル大使館）／大島 
 

 

＜新会員＞樋田（和歌山市）、松本（船橋市） 

＜貧しい子どもたちへの援助金＞前回計／２９，０３５円  今回総計／３７，５９４円 

＊日光だいや川公園 (10.07～11.10)、鹿沼ワールドフェスタ（11.14）／８３８９円 

＊その他／170円 

＜ホブド県立音楽ドラマ劇場への援助＞２０００ドル（発電機、ステレオセット） 

＜仮称“ホブド・友好の会”への寄贈＞日本語書籍（山﨑）、民話の絵本（岡田） 
 

〈相談ください〉小・中学校、高校での「モンゴル紹介授業」
 

国際理解教育として希望がありましたら相談ください。この間、小学校で５１回「紹介授業」。 

●内  容／要望に応じます。例えば〈モンゴルの遊牧生活・文化、私たちの生活を振り返る〉 

１．生活様式・習慣、環境の違いを身近に知る。２．私たちの生活振り返りながら、自

然と共に生活していることを考える。３．家族や仲間との結びつきの大切さを考える。 

４．マンホールで暮らす子どもたちが生み出された原因を考えてみる。５．援助のあり

方について考える。 

●小学生／１．事前に写真、子どもの絵展示で、モンゴルの様子を見てもらう。２．モンゴルの生

活の様子、子どもたちの生活紹介と、質問を受ける。３．民族服の試着４．馬頭琴の紹介 

●中学生、高校生<要望に応じます> 
 

■展示、紹介／モンゴル写真パネル、子どもの絵画、民族服、民具、民族楽器(馬頭琴ほか)  

■ＣＤ、ビデオ／＊民族音楽(馬頭琴など)ＣＤ／２０００円 

＊<子どもたちの生活様子など紹介のビデオあり／３０分:３０００円> 

■必要時間／時間に応じて対応。 

■必要経費／当協会１年間「通信」購読料２０００円、交通費(ガソリン代)／今市市より 

■連絡・相談／321-2345 今市市木和田島1526-152／Ｆａｘ．0288-26-0130（大島） 
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２００４年モンゴル紀行（２００４.０３．２９～０４．０５） 

 

モンゴル文化に触れて-3 
 

早川 信一 

 

 

【４月４日（日）晴れ】 

９時起床。二日酔いかと思ったが、ウオッカはあまり次の日に残らないみたいで、かなり元気だっ

た。しかし、トゥフシンバヤルが起きてこない。11時からの礼拝に間に合うかが心配だ。そうこうして

いるうちに、トゥフシンバヤルが二日酔いの顔をして起きてきた。この先不安になったが、１０時１５分

に朝食を取り、かなり元気を取り戻し、１０時４０分教会へ向けて出発した。 

 

教会でギターの修理 

現地では既にバドマが待っていた。トゥフシ

ンバヤルは仏教徒なので、礼拝に参加しない

ということで、教会前で別れた。教会では礼拝

が既に始まっていて、宣教師の北村先生がモ

ンゴル語で話していた。礼拝の後モンゴル人

達との交流が始まった。 

教会にはギターが３台あるということなので、

見せてもらった。予想通りかなり壊れていて、

ガットギターにフォーク弦が張ってあるというあ

り様、早速日本から持ってきた弦と工具で応急

処置をした。教会へは、お土産として弦の他色

ペンや鉛筆やノートなどを持っていった。現地

では簡単には手に入らないが、子供達に役に

立つものをと考えて持っていったので、大変喜

ばれた。時間の都合で２時間程の滞在であっ

た。 

 

バトマーのゲルで歌の交流 

午後は、いよいよバドマの暮らしているゲル

へいった。場所はウランバートルの外れのゲル

が密集した地区で、モンゴルに来たなと実感

が沸いてきた。早速家族の紹介を受け、日本 

から持ってきたカレーを作ってご馳走した。カレーはバドマが日本から以前持ち帰って作った所、

家族みんなが気に入っているとのことで、今回も大変喜ばれた。短い滞在であったが、予定が詰ま

っていたので16時30分、バドマの家族に別れを告げ再会を誓った。 

その後オペラハウスで『椿姫』を鑑賞した。出来はまあまあだった、モンゴル人の歌は特に低音域

の歌手は世界的な歌手と肩を並べられるレベルだった。 

オペラ公演の後は、ホストファミリーとの最後の夕食。日本から持って来たクリームシチューを作っ

た。カレー同様モンゴル人の口に合うようで、みんな『おいしい』と言って食べてくれた。食事が済む

とウオッカが出てきた。ウオッカが出てくれば歌が付きもので、まずは長老が口火を切って歌い出し

た。モンゴルの歌のメロディ構成は、日本人にとっては演歌に似ていてどこか懐かしさを感じた。お

返しとして日本の歌から『ふるさと』と『四季のうた』を歌った。歌の後は、日本とモンゴルの生活、習

慣、自然、都会の暮らしについて話した。あっと言う間に深夜 1時をまわっていた。宴も終り荷物を

まとめて寝た。 

 

【４月５日（月）曇り】 

２年前とは変化が！ 

帰国の日がやってきた。前日床に付いたのが遅かったので、朝が早く感じた。５時３０分、家中から

目覚まし時計の音が聞こえた。みんなが起きて来て、それぞれ軽い朝食を食べた。身支度を済ま

せ、車で空港へ向かった。来たときは深夜だったので、ウランバートルを一望出来なかったが、帰り

道で、首都を一望した時、２年前とはだいぶ変化を感じた。特に街に建物が増え、近代化が一層進

んだかに見えた。しかし実際に自分が体験した1週間では、2年前と著しく変化を感じたのは、携帯

電話の普及率であろう。ある程度収入のある人々だけかもしれないが、街中で目にした。今回のウ

ランバートル中心の生活は、音楽を中心とした西洋文化との関わりを体験してきましたが、優秀な音

楽家を一流に育てる教育機関の充実には、まだまだ時間がかかりそうな気がしました。 
 
 

 

ふくしま地球市民フェスティバル２００５ 
ナイラムダル・スタッフで参加してみませんか 

 

３月６日（日）１０時～１６時３０分 

ビックパレットふくしま／多目的展示ホール〈郡山市〉 
 

国際工理由・協力・支援団体の活動紹介 
  世界の料理コーナーなど 
 

＊ナイラムダル参加予定／写真展示、民族服試着、民芸品販売などを予定しています。 
 

＊２００１年、ナイラムダルは、福島県で開催された「うつくしま未来博」に、夏１週間、出展。 

これをきっかけに、２００２年から引き続き「ふくしま地球市民フェスティバル」に参加しています。
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モンゴル西方地域見聞４０００キロ 2002.05.18－06.15／モンゴル滞在(大島) 
 

ゴエモンと釣ったばかりの魚を交換！ 
 

 

７ 
 

 

 

 

＜０６月０１日＞ 

子どもの日で賑わう広場 

今日、６月１日は、子どもの日で、県庁前の広場を囲むように屋台ならぬ、自由市場として２００～

３００もの店が取り巻きました。多くは飲食料品店、衣料、おもちゃ、サングラス、くじ引きなどです。

音楽会館の前には、舞台が設置されて、スピーカーからは、ボリームいっぱいに音楽が流れていま

す。 

夏のような暑い日ですが、街のあちこちから、子ども連れの家族や、子どもが連れ立って集まって

きています。街あげてのお祭りです。子どもたちは、みんな着飾っています。写真コーナーでは、列

をつくって記念写真です。 

 

今日、早朝にセンゲドルジュとともにホブドへ向けて出発の予定ですが、劇場に行ったり、演奏

家の家に寄ったりと、いつになったら出発するのか不明です。私は、モンゴルでは、いつものとこと

あきらめて、我慢です。 

 

ウランバートルから１８９３km  標高１８００ｍ 

やっと１１時ころ、センゲドルジュとともにホブドへ向けて出発することになります。何度か走った道

ですが、予定の夕方に着けばいいのだがと思いながら、ウルギーを後にします。 

ホブドまでは、アルタイ山脈を越える道のりです。道の両側には、小さな白や黄色などの花々を

見ながら車は、山を登っていきます。途中、白く雪を頂いた雄大な山並みも見えてきます。直射日

光の暑さと、すがすがしい空気の中を走り続けます。 

ウランバートルから１９２９km 標高２５００ｍ。この辺は、アルタイ山脈のど真ん中を走っているよう

で標高が高く、高山植物も豊かです。白い花が咲き乱れているのが目立ちます。 

湖が見えてくると、湖のほとりにカザフ族ゲルが白く浮きあがっています。近づくと、ゲルの回りに

洗濯物が無造作に草の上に広げられていました。 

 

＜バヤンウルギー県／遊牧民＞ 

この湖のほとりのゲルを訪れると、どこから来たのかと、問いかけられながら、大歓迎です。老夫 

ダッシュドルジさんが立 
婦と、６人の孫が生活していました。子どもたちは、低学年

のため、すでに夏休みに入って、ゲル生活を楽しんでいま

した。モンゴル族のゲルと違い、ゲル内は、たいへんきれい

な壁掛け（トス・キズ）てあり、華やかさを感じます。ゲルの中

も広々としています。そして、これらカザフ族の壁掛けの刺

繍には、冬に２～３ヶ月かけてつくるそうです。ウルギーの劇

場に寄って来たことを話すと、歌手、演奏家などの話がは

ずみました。 

 

ウランバートルから１９８３km 標高２８００ｍ 

カザフの羊、山羊は、一回り大きい 

湖のカザフ族のゲルを後にして、先をすすむと、モンゴル

のものより一回り大きい羊、山羊が目に入ってきました。これ

は、カザフ族が飼っている羊です。また、この辺には、牛と

ヤクを掛け合わせた家畜が良く見られます。 

 

ウランバートルから２００４km 標高２７００ｍ 

小さな川を渡る際に溝にはまる！ 

草原の中を走っていくと、雪解けの水が流れる小川に突き当たりました。運転手は、川を渡った

わだちを見て楽に渡れると思って突っ込んでいきました。しかし、小川の地面がゆるんでたいことか

ら、わだちの溝に車がはまり、後輪が身動き取れなくなってしまいました。私たちは、車を降り、車が

はまった状況をみます。運転手は、どうにか出られると、再度発進をこころみます。しかし、最悪の状

況に陥ります。地面が水分を含んでいて、やわらかくなっていたので、ついに前輪もはまってしまい

ます。 

私たちは、草原の回りを見渡します。本来なら、草原のど真ん中で、石などあるはずもないので

すが、ラッキーでした。ちょうどすぐ近くに、以前ゲルを設営し、冬の設営地の後らしく、柵用に平ら

な石がふんだんにつんでありました。み

んな、ホッとします。 

私たちは、これらの石を運び、運転手

は、ジャッキで車体を上げて、後輪の片

方ずつ石を入れます。さらにタイヤのホイ

ールにジャッキつけて、さらに引き上げ石

を詰め込みます。そして、反対側の後輪

です。運転手は、もくもくと作業します。や

っと抜け出すのに、１時間ほどかかりまし

た。運転手は、プロの意識から、自らの失

敗に悔しがった表情をしていました。 



１４                                                                                                                               １５ 

ウランバートルから２００６km  

小さな湖で漁！ 

小さな湖が見えてきました。そこに子どもも

含めて６～７人の人が魚を取っているようです。

近づいてみると、イクラ（魚の卵）が投げ捨てら

れています。まだ、みずみずしく新鮮そうです。

私は、すかさず取って彼らのところに行きまし

た。そして、このイクラ美味しいのに、なぜふて

るのか尋ねながら、地面に３０cm前後の２０匹

以上捕ったばかりの魚を覗き込みました。この

魚は、マスに似た魚でハイロス（HGAJEV）というそうです。美味しそうです。まず、イクラは美味し

いと、すでに捨ててあったものを食べて見せます。そうすると、獲った魚からイクラを搾り出してくれ

ました。器にためると、醤油を持ってきて味付けです。そして、美味しいと、食べ始め、みんなにも試

しに食べてみてというと、恐る恐る食べました。結構いけたようです。そのあと、じゃ、この魚１匹、今、

食べたいのだがというと、何を言っているのか不思議そうにいいといいます。私は、三枚におろして

刺身にしました。まず、私が醤油をつけて片辺をうまそうに食べると、それぞれ、また、恐る恐る食べ

ました。けっこう好評でした。しかし、一人いた老人は、イクラも刺身も手をつけませんでした。彼らは、

近くに住む牧民です。 

私たちは、今日の食事に食べようと、彼らに譲ってもらうことにします。ウランバートルで買ってき

たゴエモン（うどん）との物々交換です。 

その後、魚をとることを見せると、２人の若者が５～６ｍ

の両側を棒で固定した網を持って湖に入っていきます。

肩ほどまで進むと、岸に引き上げ始めました。すると、３０

数ｃｍほどの魚が２匹かかっていました。なんと簡単なこと

か。 

いろいろ話す中で、鷹を見たことがあるかという話にな

りました。見たければ、うちに来いといいます。近くだという

ので、さっそく行ってみることにします。 

 

＜バヤンウルギー県／遊牧民＞ 

私たちは、魚をとっている湖から近いというの

で行くことにしましたが、やはりモンゴル、少し

行くとゲルがあるのでここかと思うと、違います。

さらに行くと、また違います。結局、１０キロ以上

行くことになります。そこは冬の住居として北斜

面にレンガつくりで建てられていました。向かい

は、アルタイ山脈の高い山々が遠くら真っ白い

山肌を見せています。 

彼らは、ダルハンから１９９１年にここに映ってきました。この辺で鷹を飼っているのはここだけとい

うことです。部屋の中は簡素です。お茶を飲みながら、話が弾みます。そして、以前、日本のＪＩＣＡ

の人が来た時、鷹の羽がほしいと、羽を１本２０００トグルクでたくさん買っていったそうです｡鷹を小

屋から出してきて、私たちに見せてくれます。鷹は、鷹は目隠しをされています。 

トモが腕に鷹を乗せてもらいましたが、見ているのとは違い、結構重量があって、鷹は、すこし落

ち着きがありません。彼は、誇らしげそうな顔をしていますが、重いのと鷹が動くので、何か恐怖心も

あったのか、緊張した顔になっていました。しかし、どうにか鷹匠になったように、満足げにポーズ。 

そして、別れるときに、幸運のお守りだと、狼の喉骨をプレゼントしてくれました。 

湖での魚とりと、ここ鷹匠の牧民宅に寄り道したことから、ずいぶん道草を食ってしまい、予定が

大幅に遅れてしまいました。 

 

ウランバートルから２１７７km／やっと、２２時前、峠から見慣れたホブドの町並みが眼下に現れまし

た。２１時に劇場に着くとの約束でしたが、大幅に遅れてしまいました｡ 

ホブドの街に入る手前の橋で警察のチェックです。これまでは、なかったのですが。 

２２時過ぎに劇場に着くと、すでに、２１時に待っていた多くの演奏家は、引き上げてしまっていま

した。やむなく、明日からの予定をたてます。そして、夕食がまだだったことから、私たちは、劇場の

ツェツェクマーさん宅で物々交換した魚を料理してもらって、遅い夕食を食べます｡深夜０時２０分

から１時３０分。ここで休ませてもらうことになります。 

ホブドのホテルは、外国人がなんと１万トグルクと、あまりにも高い。（以前も同じ）また、外国人は

わかるが、モンゴル人も国内用のパスポート提示をという。明日、センゲドルジュさんは、夏、いつも

川のそばにゲルを建てる場所に、急きょ建ててくれることになりました｡ここのところ、地方でのホテル

泊の場合は、駐車料金１０００トグルクをとられることになりました。車が盗難に合わないために！と。 

 

＜０６月０２日＞ 

今回の旅は、ここホブドでも劇場紹介のＣＤ制作もありました。さっそく、１０時～ＣＤ録音の練習。

１５時～２１時３０分／ＣＤ録音。という段取りです。 

昼間、県知事にセンゲドルジュさんが呼ばれました。仲間の話では、知事は、「ホーミーは、ホブ

ドの特許のようなものといって、日本人の金儲けのために売り渡すのか」と、言ってきたといいます。

これに対して、センゲさんは、断固として、「ホブドの民族音楽をより広く紹介するためで、商売でや

っているのではないことを説明した」ということです。 

仲間の言うには、県知事がＣＤ制作について、いちゃもんをつけてきたということ｡ようは、知事が、

自分のところに挨拶がない、俺にカネを出せということではないか｡と言います。真意は？ 

 

援助の車を取り上げる！？ 

翌日、ある人の話では、ホブドの村の病院へ日本から車が援助されたが、県のお偉方が取り上

げて、県庁で利用しているという噂があるとのこと｡これも真意はわかりません。 

しかし、現在のモンゴルでは、特に地位にいる人たちの中には、ワイロを要求する人が珍しくないと

いうのは、常識になっているといわれています。                       ＜つづく＞ 
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生活苦、不安からか!? 急増するアルコール依存症患者 

④ 
〈アルコール／青少年の飲酒問題〉 

【モンゴル青少年の状況と、その評価・調査報告書２０００】 

 

青少年が蝕まれている！！ 
 

 

 

モンゴルの最も大きな問題の１つは、子供たち、思春期の若者に急激に広まっているアルコール

依存症と、モンゴル全体に急上昇しているアルコール消費量の増大です。１９９８年の調査によると、

アルコール依存を生み出している背景には、住民の５１.２％が定期的に蒸留酒を飲んでいるとして

います。そして、種々の法律違反に巻き込まれています。これは女性の６％を含み、そして、生まれ

てくる赤ん坊にアルコール依存症候群が見られます。アルコールの多量摂取は、健康への弊害、

精神衛生問題、さらに、社会問題、暴力、家庭破壊、ストリート・チェルドレン化、売春、犯罪などを

高めることにつながっています。また、飲酒は、家族の男性によって、青春期の少女たちへのレイプ

の要因になっています。 

＊     ＊     ＊ 

アルコール依存調査に関する報告によると、これらアルコール依存の原因は、人々に拡大

する失業と貧乏、貧富の格差拡大、生活水準が下がっていることと述べています。報告

によると、これら経済の要因は、人々が新しい経済制度になじめず、精神的な価値観を

見失い、抑制の欠如とが結びつき、アルコールへの依存への条件がつくられ、モンゴル

社会の将来のために非常に重大な問題を投げかけています。 

＊     ＊     ＊ 

上記の状況について、さらに問題を悪化させる要因の１つは、モンゴル人がアルコールを広く摂

取していることにあると報告しています。これらの状況は、多くの人々が社会習慣にあると考えてい

ます。そして、この研究は、ウオッカに頼っていないか、あるいは、生活で習慣的にアルコールを嫌

いである人々さえ飲酒している状況があります。最近の事情は、日常生活の祝い事では、アルコー

ルのビンを飲み干す伝統と、形式的にアルコールを進呈するという新しい風習があります。さらに、

アルコールを商売とすることにつながっています。人々は、酔うことなく多くのアルコールを飲酒でき

ることを誇ります。そして、アルコールは、職場で６３.８％の人たちが飲酒しています。これらアルコ

ール飲酒は、家庭と共同体の中で、思春期の若者にも見られます。近年、アルコールは、一日の

大部分の間、購入することができるようになっています。そして、アルコールは、思春期の若者にも

簡単に手に入る食料品店で売られ、また、気楽に入れるバーとカフェの増加がありました。青春期

の若者たちにアルコールを売るという商売への規制はありません。なぜなら、このような若者たちへ

アルコール販売禁止の法律は、廃止されてしまいました。安価で、そして、しばしば不法に輸入さ 

れたアルコールは、どこでも購買可能です。 

＊     ＊     ＊ 

モンゴルの伝統的なアルコールへの習慣は、敬意と限られた飲酒にありました。それ

は、誉れ高い客人をもてなすためのものでした。若者は、それを味わうことさえ禁止されて

いました。しかし、それに対して現在は、２０歳以下の７０.５％、１６歳以下の５４.７％という、

思春期の若者がアルコールを経験しています。 

＊     ＊     ＊ 

調査報告書は、モンゴルでのアルコール依存について、安らぎのない家庭や家庭暴力を起こし

ている多くの要因の一つとしています。このような家庭の子どもたちは、１０％が日常生活でアルコ

ール飲酒をし、そして、５％が家から離れて生活しています。彼らの１０％は、教育レベルがたいへ

ん低い結果を生み出し、２５％は否定的な特徴を示しています。 

現在、青春期にある若者たちの意識調査によると、アルコールを飲み始めるため平均年齢が１７.

６歳前後２～３歳との回答が寄せられ、都市、地方でも同じ結果になりました。しかし、都市の思春

期の若者は、地方と比べて２倍のアルコール飲酒量になっています。１９９７年の MOHSW / ＷＨ

Ｏ（世界保健機関）調査は、アルコールを飲酒するきっかけの２２.４％が飲酒癖の家庭から生まれ、

そして、回答者の１８.５％は、日常的に飲酒をする家庭です。その中で、父親が８５.７％、兄弟が１

７.１％、母親が５.３％でした。 

〈翻訳・文責・タイトル／おおしま〉 
 

モンゴル民族音楽ＣＤ〈各２０００円〉 

＜各地方の特色あるモンゴル民族音楽・民族楽器を紹介＞ 

１．モンゴルからの風  ／若きトップアーティスト〈馬頭琴、ホーミー、歌〉 

２．モンゴルからの風-２／ゴビのひびき〈馬頭琴、歌、ホーチル、ヨーチン〉 

３．モンゴルからの風-３／遊牧民のこころ〈馬頭琴、ホーミー、マクタール〉 

４．モンゴルからの風-４／オブスのひびき〈馬頭琴、ホーミー、ヨーチン〉 

５．モンゴルからの風-５／中央草原のひびき〈馬頭琴、歌、シュトルガ、ヨーチン〉 

６．モンゴルからの風-６／ホーミーとツォールの響〈ホーミー、ツォール〉 

７．モンゴルからの風-７／アルタイ カザフのひびき〈カザフ民族楽器オーケストラ、歌〉 

８．モンゴルからの風-８／ホーミーの故郷清流ボヤント 
〈民族楽器オーケストラ、ホーミー〉

９．モンゴルからの風-９／母なるフブスグルのひびき〈民族楽器オーケストラ、歌〉 

１０．モンゴルからの風-１０／タイガのこだま〈喉笛、口琴、骨、モンゴルホーチル〉 

 

モンゴル紹介ビデオ“モンゴル 草原の子たち”〈３０００円〉製作・Ｍ.ムルングァ 
モンゴルの理解を深めるために！ ぜひ、小中学校で！ 

会話集“話が始まるモンゴル語会話集”〈文庫版111Ｐ／８００円〉 
交流に欠かせない身近な会話とモンゴル最近の生活情報満載！ 

モンゴルの身近な植物“モンゴル植物ミニ図鑑”〈B５版262p／５０００円〉 
――送料無料―― 
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馬頭琴伝説   フフー・ナムジィル HFHFF   YGBRNL 

 

 

 

昔々、モンゴルの東方に、たいへん美男子の青年が住んでいました。彼は、“フフー・ナムジィ

ル”と呼ばれ、美声で知られていました。しかし、兵役のため西方の国境へ派遣されました。 

司令官は、フフー・ナムジィルが素晴らしい声で歌うことから、３年の兵役期間に軍事訓練や兵隊

の仕事の代わりに、彼に唄を歌わせていました。 

そんなある日、フフー・ナムジィルは、司令官に申し出ました。「私は、これまで兵役期間に、馬で

出かけて、歩哨で苦労することがありませんでした。いや、それ以上に、私にとって、有意義な日々

でした。しかし、時間に追われて、静かに落ち着く時間がなく悩んでいます。そこで、どうぞ数日で

結構ですから、草原に馬を放牧に行かせてください」と。 

司令官は、「われわれは、君の美しい歌声に楽しませてもらった。そこで、君に少しの時間、軍務

から離れて休息を与えることにしよう。君が馬の群れの中で過ごしたいなら、５日間の休暇を与えよ

う」と、許可してくれました。 

＊       ＊       ＊ 

まもなくフフー・ナムジィルは、休暇を過ごすために部隊を後にします。そして、彼は、湖の畔に

たどり着くと、馬に水を飲ませ、いつものように唄を歌い始めました。その時、緑の絹のデール(民族

服)に身を包んだ美しい女性が、湖の向こう岸から黒い馬に乗ってやってきました。彼女は、彼に言

います。「私の両親から、あなたを連れてくるように言われました」と。 

フフー・ナムジィルは、「私をどこへ連れて行くのですか」と、問いかけると、彼女は、「私の後ろに

乗って、目を閉じてください」と、言います。すると瞬く間に、フフー・ナムジィルは、彼女のゲル(モン

ゴルの移動式住居)に到着しました。彼女の両親は、フフー・ナムジィルをたいそう歓迎して、彼に

素晴らしい歌声をたくさん聞かせてほしいと頼みました。 

フフー・ナムジィルは、「残念ですが、私にはあまり時間がありません。司令官から５日間、馬飼い

として休暇を与えられただけですから・・・」と。 

彼女の両親は、彼に「心配することはないですよ。あなたの馬の群れを見るために、代わりの人を

行かせましょう。ですから、あなたは、ここでゆっくりくつろいて、私たちに素敵な唄を歌ってくださ

い」と言いました。フフー・ナムジィルは、それではと、ここに滞在することになり、その素敵な女性と

恋に陥り、結婚する約束をすることになってしまいました。 

フフー・ナムジィルは、彼女に「今、私に与えられているのは、５日間しかありません。しかし、あと

１ヵ月後には、兵役が解かれます。そうすれば、すぐに君に会いに駆けつけます」と。彼女は、「その

時、私は黒い馬に乗って、あなたを迎えに行きましょう」と、答えました。 

＊       ＊       ＊ 

休暇も終わり、フフー・ナムジィルが馬を飛ばして戻ってくると、司令官は、たいへん喜びました。そ

して、「馬は、君のような馴れた牧民によって飼われるべきだ。誰もが、１ヶ月、１年と馬の世話をする

際は、君が馬と一緒にいたように大事にしなければならない。そう、フフー・ナムジィル、我々は、 

君が軍に留まりたくないと聞いたが!?」と、訊ねました。フフー・ナムジィルは、「許してください」と、

次のように言いました。 

「私は、ここでの兵役期間を果たしました。そこで、どうぞ司令官殿、ここを去らせてください」 

結局、司令官は、彼の言うことに同意しました。それを聞くやいなや、フフー・ナムジィルは、部隊

を去ることになりました。 

＊       ＊       ＊ 

彼は、以前に約束していた湖を目指して馬を走らせ、歌いながら一直線に向いました。すでに、

彼女は、黒い馬に乗って湖まで来ていました。再会した彼らは、一緒に彼女の家族の元へ向いまし

た。そして、フフー・ナムジィルは、彼女を最愛の妻として、彼女の両親とともに暮らしていました。し

かし、日が経つにつれて故郷に帰り、家族に会いたいと思うようになりました。 

そこで、彼女は彼に「私は、あなたに素晴らしい特別の馬を差し上げます。この馬は、一日であな

たの家族に会うことができるし、陽が沈むまでにここに戻ってくることができます。他の馬に乗り換え

ては知る必要はありません。この馬は、あなたの家に向けて、一息で１マイルも走るでしょう」と、そし

て、彼女は、フフー・ナムジィルの旅のため、素晴らしい薄黄色の馬を用意しました。 

フフー・ナムジィルは、さずかった新しい馬に乗って故郷へ戻ることになります。故郷の人々は、

彼が乗ってきた馬に、たいへん興味を持ちました。そして、彼が旅に出かける以外は、その馬にな

ぜ乗らないのか不自然に思っていました。また、故郷の妻は、フフー・ナムジィルが毎晩、この馬に

乗って出かけて、戻ってこないので不信に感じていました。 

そして、彼は、馬の群れを放牧することをおろそかにして、西方に住む彼

女の元に薄黄色の馬で飛んで行き、彼女のゲルに泊まっていました。そし

て、陽が昇る頃には、家に戻っていたのでした。 

＊       ＊       ＊ 

彼のこのような生活は、３年間続きました。しかし、彼の妻は、フフー・ナ

ムジィルが遅れて帰宅するまで、何のために出かけているのか分かりませ

んでした。それは、彼が馬に乗って帰る途中に休むことを忘れて戻ってきた

ときのことでした。突然、彼女はゲルから出てくると、馬がたいへん弱りきっ

ているのを見て、フフー・ナムジィルに疑いを深めます。妻は、ゲルに引き

返すと、ハサミを持ってきて、素早く馬の翼を切ってしまいました。やがて、

その馬は、息絶えてしまいます。 

このことからフフー・ナムジィルは、長い間悲しみにふけって、３ヶ月の間、

水も食事も喉を通りませんでした。そして、彼は、その馬の頭の彫刻をつけ

て“モリン・ホール(馬頭琴)”をつくりました。そして、最愛の薄黄色の馬につ

いての想いを語りながらモリン・ホールを奏で歌いました。このようにして

「BKJNY  MKLUKAMKN  HEEJ／モリン・トルゴィトィ・ホール(馬の頭をも

つ弦楽器／BKJNY  HEEJ／モリン・ホール)」が生まれたということです。 
 

＊日本で馬頭琴伝説といえば、「スーホの白い馬」が知られています。これは、中国モンゴル自治区の伝説で

す。モンゴル国では、各地に馬頭琴伝説がたくさんあります。代表的なものは、「フフー・ナムジィル」です。＊

「フフー・ナムジェル／カッコウ(鳥)のような素晴らしい声を持ったナムジェル」より 

THE LEGEND OF CUCKOO NAMJIL  FOLK TALES FROM MONGOLIA ･State Publishing House of MPR 
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夏のモンゴル旅行記／小さな遊牧民と羊を追う 

ホニー、チェーク、チェーク！ 
３ 

 
市原市立白鳥小学校５年    比留川 大樹 

１９９６．０７．２０～０８．２４ 
 

 

 

 

 

 

７月２８日／服がびしょぬれに 
 
昨日の夜から降っていた雨で、ゲルの中はとても冷えていました。ぼくが行ったゲルでは、夜ねる

時は、はだかでねることに決まっているようで、もしも急に外にでなければならない時、こまらないの

かなあと思いました。けれども、はだかでねました。ぼくのねたベットは、小さかったので、かけぶと

んが、下にたれさがり、だんだんと落ちてしまって、それに目がさめず、起きた時、足や手がとてもつ

めたくて、たいへんでした。 
朝食の後に、日本人用ゲルへ牛乳を持って行きました。途中で雨が降り出し、日本人用ゲルに

着いた時には、もう大降りになっていて、いそいで馬のくらを外したり、馬の足をひもでしばったりし

て、服がびしょぬれになってしまいました。 
ゲルには、モンゴル人の人が２人しかいなくて、他の人は、昨日、日本に帰ってしまったと聞いて、

少し残念でした。けれどもゲルでは食べられなかった料理を、ひさしぶりに食べられてよかったで

す。 
ゲルへ帰る時は、雨はほとんどやんでいたけれど、馬の上で、降りて用を足したいなと思ったけ

れど、ベブニャムやスンッツにめいわくがかかるから、帰ってからにしようと思いました。だんだんき

つくなったので、馬を走らせずに、歩かせました。走るとたくさんゆれてきつくなるからです。ゲルに

着いて、いそいで馬をむすんで遠くの方の草のかげで、はあ、よかったと思いました。 
１番上のアルィタンソフ兄さんが、オートバイのエンジンをなおしていたので見ていました。しかし、

なかなかなおらず、あきらめてしまったようでした。 
４時ごろ、モンゴルの人が日本人ゲルから５、６人こられて、｢７時ごろ、大島さんや上谷内さん、

内田さんが来られるよ｣と、言って帰られました。７時に大島さんたち５人がこられてクッキーや、ガム

をさし入れしてくれてうれしかったです。 

７月２９日／恵まれない子供に 
 
きょうは、ひつじをアーブとツェーンドワッとビャンプニャムで、日本人用ゲルの近くの川に、水を

飲ませに行きました。ひつじを追っていたら、遠くの方から大島さんや内田さんが馬に乗って、日本

人用ゲルの方に走っていったのを見て、アーブが、何と言ったのかわからなかったけども、ツェンド

ワッの後をついて行ったら日本人ゲルに着きました。 
一番右のゲルで、大島さんや内田さんたちが休んでいられたので、大島さんに「僕が持ってきた、

洋服とかえんぴつ、いつ学校に持っていくんですか」と聞いたら、「今、ダッシュドルジュさんが、話

をしに行っているから待ってて」と、言われたので、ぼくもねっころがって休みました。 
しばらくして、ダッシュドルジュさんが帰ってきて「４時に行くから、４時ごろに待っていて」と、いう

ようなことを言われたので、そこのゲルで昼食を食べて、馬に乗ってかえりました。 
ちょうどぼくがスーテーツァイを飲んでいた時に、大島さんたちが来られました。なんだか、とても

いそいでいるようで、ぼくは少し残してしまいました。車は、馬のように道を走らず、草原を走ったの

で、ガタゴトガタゴトとゆれたけれど、早く着いてよかったです。 
学校は、日本のように上ばきにはき変えず、土足で入るので、コツコツと音がして面白かったです。

２階のきれいな部屋で、町の町長さんに、町のことを教えてもらいました。その中でびっくりしたこと

は、この町には約７００の遊牧民が住んでいて、ここの学校には約７００人の子供が勉強していて、

そのうち５０人くらいがお父さんやお母さんがいなくて、そのうち２１人の子供が、何もないような生活

をしているけれども、５年くらい前までは｢子供は社会の宝｣と、されていたそうです。 
そこに来た子供と、近くのゲルの子供にえんぴつ、服などをあげました。 
 

 

７月３０日／町の家に 
 

  昨日は、ふとんが下に落ちて、とてもさむかったので、乗馬用のくつをはく時、足がブラブラしな

いようにするための、手ぬぐいをつなげて、ベットの前から後ろまで巻いたので、ふとんが下に落ち

ず、ぐっすりねむれました。 

朝食を食べている時、みんなが外の方に集まったので、なにかあったのかなと行ってみると、体

の長さが３cmぐらいで、おしりの針を入れると６cmぐらいの虫がいました。名前を聞いたら、ゴリョウと

言われました。毒があるようで、みんなは遠くにやろうとしていたので、ぼくは、いつだったか川から

とってきた木ではさんで、それを三男のビャンプソフト兄さんにわたして、いそいで写真をとりまし

た。 

ひつじを集めながら歩いていると、２頭のひつじが頭と頭をぶつけ合っているので、なにかなと見

ていたけれど、すぐ終わってしまって、何だったのか、よくわかりませんでした。 

夕方になりかけたころ、次男のバッツアイハンが、なんだか町の方に歩いていったので、ツェンド

ワッとビャンプニャムで後をついて行きました。下り坂を馬に乗った気分でタックタックと言いながら

下って行きました｡ 

どこかの家の門を、バッツアイハンが持ってきたカギで開けて､家の中に入りました｡中には、ゲル 
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にはなかった

家族の写真が

たくさんあって、

テレビや電球

があって、ここ

が別そうのよう

な所だというこ

とがわかりまし

た。外で遊ん

でいたら、ビャ

ンプソフトが馬

で来たので、

家の中へ入りました。中には、大島さんからもらったというノートやかざりをたくさん見せてもらいまし

た。ビャンプソフトは、軍事の仕事をしていたので、そのための服を着せてもらいました。今までは、

モンゴルでは、モンゴルが鉄ぽうなどの戦いをするなんて考えてもいなかったので、びっくりしました。

テレビは白黒で日本のドラマの「おしん」が始まる時間だったので、わくわくしていたけれど、英語と

モンゴル語で話しているので、何がなんだかわからなくて残念です。 

 
 
７月３１日／初めて頭を洗いました 

 
１０時ごろ、おとといの紙風船で、バレーのようなことをビャブニャムと２人でやりました。外は、風

が吹いているので、ゲルの中でやりました。ゲルの中には、とがった物があるのでゴム風船ではなく、

紙風船でよかったです。紙風船は、空気を入れたり出す穴が大きいので、すぐ空気が出てしまうの

で、何回も空気を入れるのが面白かったです。 
しばらくして、日本人用ゲルからモンゴルの人が２人車でこられて、なぜかわからないけれども、

車に乗って、日本人用

ゲルへ、つれられて行

きました。そこで、日本

語の勉強をしているお

ばさんが「あなた、昼、

ここで食べる。内田さん、

大島さん、昼、来られ

る」と言われたので、大

島さんが来られるまで、

ゲルの日かげで寝てい

ました。 
 気がついたら、前に 

っていられたので、思わず「サンバイノー」と、びっくりして、一番右のゲルへ行きました。一番入口

に近い所で内田さんがねていられたので、あいさつをして、おしんというテレビを見たと言ったら、

「今、なんだか日本のドラマで、おしんが人気があるんだよ」と言われて、草原に住んでいるからか

なあと思いました。 
昼食を食べている時、大島さんが「ここで食べている物は、モンゴル風ではなくて、どっちかという

とヨーロッパ風だからね」と言われて、本当にそうだなと思いました。 
モンゴルに来て、初めて頭を洗いました。日本だと、何日も頭を洗わないと、どうしても気にしてし

まうのに、モンゴルでは、あまりあせをかかないから気にならないんだなと思いました。 
牛の角が、とがって危なかったので、のこぎりのような物で、切っているのを見ました。 

 
 
８月１日／雨の中、さくづくりを手伝う 
 

今日は、朝から雨が降っていて、みんな、ゲルの中で、ラジオを聞いていました。ふと、ラジオか

らヤポン・ドー（日本の歌）と聞こえたので、おしんみたいに日本の何かをやるのかなあと聞いていた

ら、春よ来いなどの８つくらいのうたをやって、春よ来いを歌ってあげたら、喜ばれて、よかったで

す。 

雨がまだやんでいないのに、バッツアイハンや、アルィタンソフやビャンプニャムが、外の方に出

ていったので、どうしたんだろうなあと、後をついて行ったら、子牛のさくがこわされていたようで、直

していたので、ぼくも手伝いました。 

さくは、屋根とゆかがなくて、かべだけなので、ぼうを探さなくてはなりません。なぜかというと、モ

ンゴルの土には、タルバガンや、ねずみがたくさんいるので、とてもやわらかいのです。深くまでささ

ないと、すぐぬけてしまって、こわれてしまうので、４０cmくらいほりました。雨が降っていたので、とて

もやわらかかったから、石をいくつも穴の周りにうめて、ぬけないようにしました。ぼくは、かべがたお

れないように、おさえていました。終わった時には、カッパのすき間から水が入って、首の所や手首

の所がびっしょりになって、なんだか気持ち悪かったです。 

夕食のおかゆを食べおわったころ、大島さんがウランバートルに行かれるので、ここのゲルに来

られて｢何か足りない物はない。ビスケットとか買って来てあげようか｣と言われたけれど、「まだ、前も

らったのが残っているから」と言いました。 

このほかに、「もし大変だったら２週間早く帰ってもいいんだよ」と言われても、モンゴルも楽しい

からもっといたいし、学校のみんなに悪いので、「あと３週間は、ここにいます」と言いました。 

大島さんが帰られた後、ビャンプニャムやツェンドワッと土のゲルを作って遊びました。 
＜つづく＞ 

 
 

メールアドレス変更しました  旧 Ｅ-mail  nairamgo@d6.dion.ne.jp 

＊連日、おかしなメールが届くようになったため、以下のメールに変更しました。〈12.07〉 

新 E-mail ID   nairamdal-05@s5.dion.ne.jp 

mailto:nairamgo@d6.dion.ne.jp
mailto:nairamdal-05@s5.dion.ne.jp
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２００４年 第１３次 ナイラムダル（友好）コンサート“モンゴルからの風” 

 

ボヤントの流れとホーミーの故郷から 
馬頭琴、ホーミー、琴、舞踊 

 

ホブド県立音楽ドラマ劇場 
ナイラムダル／共催 

 
今回は、コンサート準備の遅れで、予定の友好コンサート場所の確保ができませんでした。さら

に、日本大使館は、ビザ発給に際して不当・無知な対応をしてきました。この困難な状況での友好

コンサートのスタートでした。 
しかし、メンバーは、１９９８年、２００２年に来日していること、何度も交流があることなどから、私た

ちの準備不足を理解してもらうことができました。さらに、予算的にも厳しいことから、宿泊は、全て

大島宅にすること、通訳の同行をしないこと、コンサート以外の日程は、自家用車での移動とするこ

となどで対応しました。このことは、親交を深めている仲間だったからこそできたことと思います。 
コンサートは、７年目になる市原、６年目の昭和第一高等学校をはじめ、今回は、日光だいや川

公園にゲルを設置して屋外の芝生でのコンサートをやることができました。また、楽しく様々な交流、

各地の散策をしました。多くの人たちの協力・援助ありがとうございました。 
 

 
 
 
交流、散策と、滞在生活・体験 
 

大型台風上陸し、土砂降りの雨の中来日／２０日 

来日の２０日、今回のコンサートまでの困難さを象徴するかのように、大型台風が九州に上陸、

関西方面に向けて移動していました。彼らが無事、来日できるか心配しながらの成田空港へ。途中、

モンゴルのミーガから「３０分遅れて出発」と電話が入り、ホッとしての出迎えでした。 

12.57／成田空港到着。今年５月と、

７月に会っていることもあり、互いに、

感動というより、一安心。成田から今市

市の大島宅までの間は、台風が近づ

き土砂降りのなか移動でした。家に着

いて、みんな一段落、朝早く起きての

移動で疲れたようだ。外は雨が降り続

いていましたが、ゆっくりしたところで、

縁側前で焼肉を突っつきました。その

後、庭で気楽にできる焼肉は、夕食の

定番に。 

 

公園でゲルを見て、落ち着く！ 

２１日、昨夜の疲れと、遅かったことから、ゆっくりの起床。しかし、昼食後、さっそく室内での練習

です。みんなに喜んでもらおうと、細かなところまで打ち合わせながら、演奏。 

その後、小雨が降っていましたが、日光だいや川公園へ向います。公園に入って林の中を歩い

ていくと、白いゲルが見えてきて驚きます。昨日、日本に来たはずなのにと。公園事務所では、裏

手にあるきのこ栽培を見せてもらい、たくさんのき

のこをいただきました。 
そして、３５０年以上もたっている日光杉並木を

紹介。今後、自分たちで食事の準備をするという

こともあって、スーパーマーケットでの買い物で

す。今回は、金銭的に厳しいことを話したこともあ

ってか、買い物は、遠慮気味でしたが、みんな肉、

甘いものやヨーグルトに目が言っていました。 
夕方、温泉へ。以前来日したときの体験もあっ

て、違和感がなく、さっそく行くことになります。し

かし、今回、大衆風呂は、初めてということで、女性は、チョッ

と心配。システムは話すと、２人とも大丈夫と、入って行きます。

ちょうど入口で孫を連れたおばあさんに、教えてくれるよう頼

みました。すると、言葉は通じなくとも、たいへん親切に教えて

くれたようです。そして、出てきてからアイスまでご馳走になり

ました。２人ともたいへん、ゆっくり入浴して、疲れが取れたと

のことでした。 
その後、さまざまな風呂を体験、風呂の旅日記ができそう。 

 
新宿、原宿を散策／２２日 

朝から快晴。夕方からのコンサートまでと、東京散策。片居 

２００４年 第１３次 モンゴル民族音楽ナイラムダル（友好）コンサート日程 
           １０月２０日 ～ １１月０５日（１７日間）       宿泊／大島宅・栃木県 

 

２２日（金）  ■東京都／練馬区光が丘区民会館 
２３日（土）  ■栃木県壬生町／ありんこ保育園 
２４日（日）  ■千葉県／市原市民会館 
２７日（水）  ■東京都／昭和第一高等学校 
３１日（日）  ■栃木県／日光だいや川公園 

 

ホーミー（HFFBNA）歌手      Ｎ． センゲドルジュ／Ygyrn;  VTYUT:KJR 

ヤトガ（琴／ZMUG）奏者  Ｔｓ．トール／Wttynl  MEEL 

モリン・ホール（馬頭琴）奏者  Ｄ．ムンフスフ／:girg.sy  BFYHVOH 

ブジック（舞踊）    Ｓ．アリョンジャルガル／Vtyut;kjrnay  GJNEYRGJUGL 
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木さん（所沢市）が同行して、地下鉄で都心に向います。やはり地下鉄の移動は、身近で、東京に

来たとの実感。実は、踊りのアリョンナは、センゲさんの娘で、はじめての来日。３人は、落ち着いて

いますが、センゲさんは、娘に高層ビルからの眺めを楽しそうに話していました。 
みんな、繁華街の騒々しいところは苦手ということで、若者の町“原宿”に行くことになります。女

性２人は、若い人たちの町に興味を持っていましたが、やはり騒々しいところは疲れるようです。片

居木さんが皆で写真をと、ワイワイと６人でおさまりました。 
光が丘でのコンサート終了後は、今市へトンボ帰りでしたが、０時を回っていました。 

 
偶然！！露天風呂で頭上に花火！！ サウナでの地震！ 
２３日、快晴の中、昼間は、“ありんこ保育園”運動会でのコンサート。両親、兄弟（小学生含む）、

祖父母が参加して活気があります。なごやかな光景にホッとしていましたが、昨夜の帰宅が深夜に

なったことから、チョッと疲れ気味で、コンサートまで一休み。 
コンサートは、楽しく終了し、帰り１７時頃、温泉（風呂）に寄ります。“梵天の湯”に入って身体を

洗っていると、ドカーン、ドカーンという大砲のような音がします。私は、冗談で「戦争だ！外に出て

みよう！」と、誘います。野天風呂に出ると、真上にきれいな花火です。私たちは、洗うのを辞めて、

露天風呂に飛び込み、天を仰いで、次々と打ち上げられる花火に見入ります。チョッと外は寒いこと

もあって、露天風呂は、人で埋まります。そんななか真上を見上げているので、首も痛くなります。そ

のうち茹で上がるようになります。花火は、露天風呂に降り注ぐかのようで、花火の玉が降り注ぐほど

でした。センゲ、ムンフとも、思わぬ偶然の花火に見入りました。何の花火なのか、回りの人に聞い

ても知らない人が多く、やっと、上河内町の町政１０周記念ということでした。 
さて、３０分ほど続いた花火も終わり、私たちは、サウナに入り、汗を流していました。チョッとして

から、今度は、地震です。ずいぶん揺れているので、危ないからサウナから出ようといいましたが、２

人は、気にせず入り続けています。この地震、実は、帰宅してから、深夜テレビで新潟地震というこ

とがわかり、ビックリしました。 
 
創作太鼓とホーミーのひびき／２４日 
早めに市原市のコンサート会場近くに着き、海を見に行くことになります。ここは、養老川臨海公

園。工場地帯のため浜辺がなく、海に突き出たコンクリートの艀で魚釣りをしている人たちを見学。

自然の浜辺を想像していたのでがっかり。 
市原のコンサート後の交流では、ジョイント・コンサートで参加していた創作太鼓の仲間と、いつ

のまにか太鼓とホーミーのひびきになりました。 
 
センゲさん、自然の水の流れに同化の心境に！／２５･２６日 
木々が色づき始めた鬼怒川の龍王峡、奥日光の竜頭の滝、湯滝、華厳の滝（ガスで見えず）、

東照宮などの見学。とくに、センゲさんは、滝の前で、流れ落ちる水の音と、同化するかのように、

心を静めて、耳をすましていました。 
 
コンサート前、クラス参観で身近に！／２７日 

恒例になった昭和第一高等学校でのコンサート。昨年に引き続き、コンサート前にクラス参観。こ

こは、男子校。モンゴルにはない制度に驚いていました。簡単なやりとりでも、身近に生徒と向かい

合うことで、演奏家、生徒が親近感を得ました。 
 

念願の富士！露天風呂からの富士の眺め！／２８･２９日 
センゲさんは、１３回目の来日。しかし、富士を眺めたのは、機上からだけ。みんな、ぜひ富士を

みたいとの希望。果たして、今年の天気は！？ 
早朝、快晴、山梨へ、みんな、今日こそは富士山を見られると期待をもっての移動。高速を行くと、

少し靄がかかったようですが、富士が現れました。みんな感激。それも頂上は雪をかぶっています。

富士ビジターセンターから眼前に大きく見えました。肉眼では問題なく見えるのですが、写真を撮る

となると、少しスモックがかかったようで、さらに西日で反射、よく写っているか心配。 
敷島町の中込さん宅へ。亡くなった娘さんの踊りで使ったという沖縄の服を着せてもらいました。

そして、昨年に引き続き、大正琴を習う人たちとの交流です。ふるさと、荒城の月、さくらさくらなど演

奏を紹介、モンゴルからも演奏、踊りなど紹介しあいました。演奏家は、大正琴に興味を持ち、演奏

を教わり、スーティー・ツァィ（牛乳茶）、甘酒を飲みながらの交流。皆でふるさと合唱と、楽しいひと

時でした。さらに、大正琴を借りて、宿泊する中込宅で、遅くまで弾いていました。 
翌日、お世話になった中込さん宅をあとに、東京を経由すると渋滞に悩まされることから、秩父に

抜ける道を。快晴。途中、フルーツラインから小高い山頂にある“ほったらかしの湯”に入ります。私

たちは、すがすがしい日和の中、ここの露天風呂から素晴らしい富士を眺めながら、ゆっくりと湯に

つかります。富士を見ながらホーミーのひびきが聞こえてくるという、最高のひとときでした。 
このころになると、４人は、温泉が欠かせないものになってきていました。 

 
大量の豚肉が比留川さんから送られる／３０日 
帰ってみると、市原の比留川さん（養豚業）から豚肉が送られていました。私たちは、自宅での夕

食は、焼肉が定番になっているので、みんな大感激。 
今日は、小雨。みん

な、明日、日光だいや

川公園でのコンサート

を心配します。公園で

ゲルの状況と、明日の

コンサートの打ち合わ

せ。みんな、もし、明日

雨でも、ゲルの中でや

ろう。そして、翌日にも、

ゲルの前で、改めてや

ろうと意気込みます。 
そして、小雨の中、紅

葉が始まっている中 
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自然の中にと、日光の

霧降の滝、観光客が

訪れないがまんが淵な

ど散策します。やはり、

自然の中を歩くと、み

んな活き活きして、気

がやすまります。 
 
台風を跳ね返し、晴れ

上がった中、草原・ゲ

ルの前でコンサート 
台風が近づいてい

ましたが、早朝、空は

明るく、小雨が上がりつつありました。そして、昼前には、太陽が顔を出し、すがすがしい秋の日差

しがさします。演奏家は、最後のコンサートであり、モンゴル風の環境でのコンサートということで、

活き活きとします。 
コンサートの宣伝は、不十分ながらも、時間になると、少しづつ人々が集まってきました。しかし、

公園の芝生は、たいへん広いことから、人の集まりは、少なく感じました。参加した人から「少なすぎ

る。場所を分かるように」「観客が少なくて、

もったいない」などの声を聞きました。スタ

ッフや公園の職員もプログラム配りを手

伝ってくれ、延べ４００部の通信（プログラ

ム）を配りました。会場としては広く、素晴

らしい環境でしたが、私たちの力量、宣

伝力からは、精一杯、多くの人に聞いて

もらえたと思います。みんな、今後も、こ

んなところでできればすばらしいと。 
 

日本の文化（和服、生花、茶、三

味線、筝、傘踊り）の交流／１日 
日本の文化との交流をと、今市で交流

が行われました。和服の試着、日本人に

なりきっていました。生花では、興味があ

るが、お座りをして、こまかな専門的な話

が長く、座っているのが苦痛になってしま

いました。三味線、筝、傘踊りを興味もっ

て鑑賞していました。 

動物園、ディズニーランドで羽を伸ばす／２･３日 
やはり、モンゴル人にとって、身近に自然

と動物が心の安らぎを得るようです。上野動

物園では、さまざまな動物の前で、その動き

などに興味を持ち、飽きることなく活き活きと

していました。 
夕方からは、ディズニーランドへ向け出発。

みな童心に戻って、ドキドキ、ワクワクしては

しゃぎまわりました。 
その後、早川さん（昭和第一高校教員）

の鹿島にある別荘に宿泊。外房の浜辺でく

つろぎました。また、大洋村温泉では、露天

風呂に入りながら海をながめ、波の音を聞きながら疲れを取りました。温泉、露天風呂は、リラックス

するために欠かせないものになっていました。 
埼玉県の早川宅を経由して、帰ることから、途中、豚肉を送ってくれた比留川宅へよることになり

ます。そして、４年前になくなった琢

磨君の話をすると、霊前でモンゴル

の思いを届けようと、馬頭琴とホーミ

ーのひびきを奏でてくれました。 
 
最終日、自然を求めて奥日光へ 
最終日、快晴、前に天気が悪く

見えなかった華厳の滝、再度奥日

光へ。中禅寺湖では、モーターボ

ートで周遊。さらに、裏見の滝など、

紅葉のなか自然に浸りました。セン

ゲさんは、水の流れ、滝や地蔵があ

ると、ラマ層に！ 
精神集中させ祈っ

ていました。自然の中

に一体になるかのよう

に。 
そして、滞在中は、

これまでで一番良かっ

たと、５日、無事帰国し

ました。（おおしま） 
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―― １３年目の友好コンサート  ビザ発給問題は何だったのか ――― 
 

日本大使館・担当者の見下した姿勢・無能・イヤガラセ！？ 
演奏家がプロだからと、内容判断せずして興行扱いとは！ 
大使館の勘違いで済ませられない！！ 謝罪もなし！！  

 

 

〈ナイラムダル／代表 大島〉 

大使館は、昨年のコンサートに際し、理由を言わずビザを発給しないとしてきました。直ちに、大

使館へメールで問い合わせ、さらに、ＦＡＸ、文書を送付。外務省にも文書を送付。しかし、無視さ

れたのでしょう。なんら返事は返ってきませんでした。 
今回の事態を知った会員は、知人の国会議員に相談。すると、やっと外務省から回答が返って

きます。「契約書のサインがパスポートと違う」というのが理由だそうです。そして、やっと１０月７日、

外務省は、ビザを発給することになります。問題は、大使館が勝手に“興行”扱いしての対応。大使

館・外務省は、誤った対応をし、私たちに多くの時間と心配をかけたことに誤ることはありません。 
 

大使館担当者の見下した姿勢、自信喪失・無能、イヤガラセ！？ 
①申請者の話を聞こうとせず、一方的に見下した姿勢に問題があります。これは、２００１年の担当

者と同じで、外務省と話し合って改善されたはずです。しかし、その体質は、変わっていません。 
やはり、偉いのでしょう。いや、偉いと思っているのでしょう。 
②簡単なことで、申請書をしっかり読んで、判断する能力があれば問題は起きません。しかし、自信

がない役人は、問題が起こると自分の責任になるのでビクビクするのしょう。そして逆に、威張っ

て、誤りを認めないという体質につながるのでしょう。申請資料を見れば、私たちの友好コンサー

トの経緯や内容が一目瞭然です。演奏家がプロだから“興行”扱いと誤った対応になります。 
 

大使館・外務省は、なぜ、回答・謝罪なし！ 
ナイラムダルから大使館・外務省に問い合わせましたが、無視の姿勢です。この権威主義！！ 
国会議員でないと回答しないのでしょうか。さらに、自らのミスに謝罪はないのでしょうか。 
 

〈今回の簡単なビザ申請経過抜粋／敬称略〉 
８月５日、大島、ボルトバートル（モンゴルの友好グループ）／受付でモンゴル人の担当者に申請書

を提出。（これまでの経緯を話すため）日本の担当者に話したいと伝える。 

日本の担当者が２０数分後、やっと出てくる。これまでの経緯を話す。しかし、これをまっ

たく無視して。担当者は、演奏家の以前の大学卒業証明書など、及び、演奏家との約束

を書いた文書を見て、「これは必要のないことまで書いてある」「契約書を提出してくださ

い。契約書の形式があるでしょう。日本人なら分かるでしょう。これは、契約書と書いてな

い」と言う。必要なことが書いてあるので、契約書と書いてなくとも充分ではないか。これま

でも問題なかったと言う。しかし、担当者は無視して、本人が申請をと。（査証申請受理

番号／7229765～768）また、話の中で、担当者は、昨年１０月に赴任したとのこと。 

大島、再度、これまでのいきさつを話す。担当者は、「そんなことは知らない」と、無視す

る。大島、追加資料提出後、どのくらいで発給されるか。担当者、５日～１週間。 
９月１６日、ボルト／追加資料（卒業証明書、新たに契約書）を大使館に提出。約３０分後、大使館

「査証は発給しない」「理由は言えない」と回答。パスポートを返すというが受け取らず。 
＊ナイラムダル／大使館へ「査証発給の理由と、発給するよう」メールを送付。 

９月２０日、ナイラムダル／外務省へお願い文書送付 
９月２１日、大使館へＦＡＸでお願い文書送付、及び、郵送で送付。 
９月２８日、会員が国会議員を通じて、外務省に問い合わせ／契約書のサインがパスポートと違う。 
９月３０日、国会議員／外務省／再検討します。 
１０月１日、国会議員／外務省／資料を取り寄せ再検討。４日回答。 
１０月４日１６時前、国会議員／外務省／査証出す方向で準備。大島に話を聞きたいことがあるの

で外務省に出てきてもらいたい。(本当に必要なら出て行くが、今回のビザ発給しないと
いうことで、コンサート準備に大きな支障が出ている。時間に追われている状況) 

 ＊１７時３５分～５０分／外務省・曽根田／ビザは出す。契約書／パスポートとサイン違う。

（本人がやったはず／パスポートと少しは違うことはありうる。なぜなら、いつもサインして

いるわけではないから）担当者は、契約書が興行と思い内容、条件が問題。大使館の前

川は、演奏家は、プロということから興行扱いと考えたのだろう。（プロといっても県立の公

務員ですよ）そういうことは、知らなかったのでしょう。（これまでも外務省・大使館ともこれ

まで話をしています）。コンサートの予定など知りたいことがある。（コンサートの経緯や、

栃木での活動を話す。以前の外務省とのやり取りを話す）品田にも問い合わせる。日程

をＦＡＸしてほしい。（大使館から資料を取り寄せていて、なぜ、必要なのか。送ります） 
〈モンゴル側で仲間に大使館にビザ発給を確認するように言ったが。大丈夫でしょうね〉

まだ、大使館には伝わっていないので、待ってください。 
１０月７日／18.45曽根田（外務省）電話あり。保育園、高校はチケットを売らないだろうが。改めて、

公演でのコンサートは、チケットは（栃木国際交流協会の補助金で） 
 
 

〈参  考〉外務省・大使館との経過／敬称略 
＊２００２年０２月１２日／ナイラムダルは、外務省外国人課、日本大使館へ（２００１年の査証発給に、

たいへん時間がかかったこと、大使館職員の傲慢な態度等について）要望書を提出｡ 

＊２００２年０３月２６日１４時～１６時２０分／外務省大臣官房領事移住部外国人課にて懇談 
要望書の回答が準備できた。上京の折があれば、御来省いただき、上司とも説明したい。

〈出席〉外務省／主席事務官（品田光彦）、課長補佐（川畑裕一）、外務事務官（笠原政

行）、アジア大洋州局中国課課長補佐（藁谷栄）、ナイラムダル／大島、平井 

〈査証発給に関わる今後の外務省の対応〉在モンゴル・日本大使館の菊地と相談して欲しい｡ 
コンサートグループ査証発給は、昨年３人の演奏家失踪したことで、影響ありません｡ 

＊２００２年０５月２０日１４時～１４時３０分／大使館／菊池(外務省から大使館に連絡)  
〈確認事項〉地方のコンサート・グループ査証申請の取り扱いについて、代理人でよい。

ただし、発給の際は、代理人が発給を確認し、申請者本人が直接受理する。 
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私は、９月６日、二本松市内で「ＮＧＯ-ＪＩＣＡ地域会合」に参加。JICAは、今後NGO とのパートナ
ーシップを強調。ＪＩＣＡの援助で問題があることを話すと、ＪＩＣＡ二本松担当者のアドバイスで、文書

提出は、二本松を経由して、提出しました。／大島 
ＪＩＣＡ（日本国際協力事業団）  御中 

２００４年０９月０８日／モンゴル交流協会ナイラムダル／大島 
 
モンゴル国へのＯＤＡ(政府開発援助)に関わる意見と要望（抜粋） 

 
  私は、（略）日本のODAに疑問をもっています。また、貴 JICAは、NGOとのパートナーシップ
を大事にしていくとの方針を持っていると聞きます。（略）モンゴル・日本センターが２年前に設立さ

れましたが、このセンターについて、多くの疑問があります。（略） 
１．モンゴル・日本センターについて 
私は、（略）貴 JICAからの FAX を受け取りました。(これまで唯一の連絡)  それは、「日本セン

ター開所記念フォーラムの案内」です。FAX の送付は、６月１９日、「開所記念フォーラム」は、ウラ
ンバートルで６月２４日とのことです。（略） 
①大型プラズマ TV は、必要なのでしょうか。モンゴルの一般的(小中学校の教員など)に給料は、
５，０００円前後です。１５０万円以上もする TVが必要なのでしょうか。（略） 

②ジャパン・クラブの利用について／使用料は、年額１００ドルとのことです。モンゴル人にすれ

ば、給料の２か月分です。（略）＊利用料金を１０分の１以下、もしくは、無料とすると共に、利

用時間を２１時までに延長してほしい。また、土曜、日曜の利用を可能にしてほしい。 
③会議室利用について（略）４人グループ（略）来日の際に、ウランバートルで数日（略）練習をし

たいとの要望がありました。会議室の利用は、何と昼間１日７５ドル（略）さらに、特定の人が利

用することはできないということです。＊相互交流のためには、低額(１０分の１でも高すぎる)で、
自由に使えるようにしてほしい。 
④パソコンの利用／持込のデータを使えないというウィルス対策は、利用者を無視したもので、

前近代的な発想（略）＊利用者の立場に立って、気楽に利用できるようにしていただきたい。 
⑤図書館利用について／利用登録は、機密文書を保管している場所に入るかのような、ものも

のしい手続きです。＊簡単にすべきです。 
⑥利用時間について／１０時～１２時３０分、１４時～１８時（略）。午前午後を通して利用（略）２１

時までの利用。土・日曜の利用をできるようにすべきです。 
２．ODAのモニター制度（略）モンゴル関係の NGO団体をモニターとすべきだと思います。 
３．NGO とのパートナーシップについて 
①各国担当者は、その国とのNGOを把握し、②NGOの情報を収集③NGO との意見交換をし
ているのでしょうか。④⑤⑥⑦（略） 

４． モンゴルの日本センターは、ウズベキスタン、カザフスタン、ベトナム、ラオスの４カ国にも同じよ
うな「日本センター」があるとのことです。各国の「会議室等の利用規定(利用金額)」「図書室利用
案内」「ジャパン・クラブ利用規定」を比較したいので、送付を願いします。 
５．モンゴルの ODAについて（略）具体的に問題点など意見を聞いてくれる部署は？ 

やっぱり ＪＩＣＡに都合の悪いことは無視ということ！？ 

 

ＪＩＣＡに意見・要望書を提出しましたが、結局、下記のような回答で済まされました。要は、ＪＩＣＡ

に都合の悪いことは無視ということです。４億４３００万円もの税金でつくられているのですが。 

モンゴル・日本センターの目的は、「・・相互交流を通じて、モンゴルの国造りの一助に資する」

「・・両国の理解・友好関係を深めるために、相互交流を促進する」としています。さらに、機能として

「・・・日本の自治体やＮＧＯ・ＮＰＯなど諸団体に関する情報を受発信する。・・・相互交流を支援す

る」と。しかし、現実は、特定の団体だけであって、開かれたものになっていないので実情です。 

２００４年１２月５日０９月２９日 

モンゴル交流協会ナイラムダル／大島 武行様 

国際協力機構  日本センターチーム長 

＊９月３０日、ＪＩＣＡ担当者に電話をする。担当者不在のため、折り返し電話あり。 

担当者（丸山）／実情として、利用金額が高額なことは分かっています。今後検討していきます。

一般の人が利用できるように。 

＊その後、連絡ない。１１月０８日に電話。担当者（丸山）／１～２週間後に報告します。 

＊現在、一切連絡はなし。 

●天下りのセンター所長（四釜嘉総／元ＪＩＣＡ在モンゴル事務所所；1996-1999）に、高額な給料を

支払うために、高額な利用料金。講習費用となっているのではないか。 


