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2009년 7월 27일 보낸 편지입니다.(1,137조회)

안목 
眼目

눈으로 본다는 말은 
目で見るという言葉は

두 가지 뜻이 있겠다. 
二つの意味が有るだろう

겉모습을 본다는 뜻과 
見た目を見るという意味と

사물의 본질과 가치를 알아본다는 뜻이다. 
事物の本質と価値を見通す意味だ。

겉모습은 시력으로 보고 
見た目は視力で見て

본질과 가치는 안목으로 본다.
本質と価値は眼力で見る。

- 홍순민의《우리 궁궐 이야기》중에서 -
- ホン・スンミンの＜私たちの宮廷の話＞より -

* 최고의 안목은 
* 最高の眼目は

사람을 보는 눈입니다.
人を見る目です。

겉사람이 아닌 속사람을 보는 눈!
うわべの人ではない、うちなる人を見る目！

그 눈은 결코 하루 아침에 열리지 않습니다.
その目は決して一日の朝に開くのではありません。

오랜 세월 갈고 닦아야 안목도 자라납니다.
長い歳月を歩き、磨いてこそ、眼目が育ちます。

무엇보다 자기의 '속사람'을 튼실히
何より自身の’内面の人’をしっかりして

잘 키워야 비로소 자랍니다.
よく育ててこそ、ようやく育ちます。

안ː목 [眼目]
[명사] 眼目;物事を見分ける眼識, または物事の価値を見分ける能力;洞察力;判断力;識別眼。
겉
[명사] 表;表面;上べ。
모습
[명사] 容貌;姿;面影。
궁궐 [宮闕]
[명사] 宮闕；宮殿；宮廷。〔동의어〕대궐
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결코 [決―]
[부사] ‘결단코’の縮約形:決して;絶対に;断じて。
튼실-하다
｛형용사·여 불규칙활용｝ 强壮だ;がっしりしている。
비로소
[부사] はじめて;ようやく;やっと。
키우다
<1> [타동사] 育てる;育む;飼う。
<2> [타동사] (才能·体力などを)養う。
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2009년 7월 28일 보낸 편지입니다.(1,338조회)

맹물 
真水

하긴 물에도 여러 가지가 있는데 
実は水にもいろんな種類があるが

가장 좋은 물은 무미(無味)한 맹물이지요. 
一番いい水は、無味な真水でしょう。

아무 맛도 없는 게 맹물이지. 맹물은 날마다 
何の味もないのが真水だ。真水は、日ごとに

먹어도 괜찮습니다. 꿀물은 달지만 그렇게 
飲んでも問題ありません。蜜の水はあまいが、このように

마실 수가 없지요. 그런데 우리는, 
飲むことができません。ところで、私たちは

가끔 먹는 것을 귀하다 하고 
たまに、食べることを貴重だといって

매일 먹는 것은 별로 
毎日食べることは、別に

귀한 줄 모르거든요. 
貴重だとはおもいませんね。

- 장일순의《노자이야기》 중에서 -
- チャン・イルスン＜老子の話＞より -

* '맹물'은, 이 세상에서  
* '真水'は、この世界で

가장 값 없는 것으로 여겨져 왔지요.
一番、値がつけられないことと、思われてきました。

그러나 지금은 어떤가요. 과연 그런가요?
しかしながら、いまはどうでしょうか。果たしてそうでしょうか？

가까이 있기에 값 없는 맹물처럼 여겨지던 사람도 
近くにあって、無価値の真水のように思われた人も

떠나버리고 나서야 비로소 그 소중함을 알게 됩니다.
さってしまってから、ようやく（その）重要さがわかるようになります。

값 없이 존재할 때 귀함을 알아야 합니다.
無価値（のものが）存在するとき、貴重さを分からなければならない。

맹물이 꿀물보다 더 귀합니다.  
真水が、蜜の水よりさらに貴重です。

맹-물
<1> [명사] (何も混入していない)ただの水;真水。
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<2> [명사] 無粋で野暮な人をあざける言葉;くだらない人;間抜け;味気ない人。

하긴
[부사] ‘하기는’の縮約形。
하기는
[부사] 前述の内容を肯定的に受けて:そう言えば;実のところ;尤も。
귀ː-하다 [貴─]
<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ (身分·地位が)高い;尊い。
<2> ｛형용사·여 불규칙활용｝ かわいらしい。
여겨지다   思われる
존재 [存在]
[명사] 存在。
<1> [명사] <하다형 자동사>実際にあること, またはあるそのもの。
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2009년 7월 29일 보낸 편지입니다.(1,164조회)

'나는 괜찮은 사람' 
'私は大丈夫な人'

상처에 대한 
傷について

두려움을 극복하고 사랑을 유지하려면 
恐れを克服して、愛を維持しようとすれば

나와 타인을 신뢰하고 배려할 수 있는 능력이 꼭 필요하다. 
私と他人を信頼して、配慮することができる能力が必ず必要だ

신뢰란 내 마음 안에 어떤 위험한 것이 있든 
信頼という（ものは）私の心の中に、どんな危険なことがあっても

나는 그것들을 통제할 수 있으며, 비록 그런 
私は、これらを統制でき、たとえこのような

요소들이 있다 해도 기본적으로 
要素があるとしても、基本的に

나는 괜찮은 사람이라고 
私は大丈夫な人だと

생각하는 것이다. 
思うのだ。

- 김혜남의《어른으로 산다는 것》 중에서 -
- キム・ヒョニムの＜大人として生きること＞より -

* '괜찮은 사람'.
* '大丈夫な人'

누구에게든 굉장한 칭찬입니다.
誰にでも、ものすごい賞賛です

스스로 "나는 괜찮은 사람"이라 말하면
自分で”私は大丈夫な人”だといえば

자신에게 굉장한 칭찬을 하고 있는 것입니다.
自分にすばらしい賞賛をしているということだ

그리고 실제로 '괜찮은 사람'이 되어야 합니다.
そして、実際に’大丈夫な人’にならなければなりません

그 첫걸음이 자신을 통제할 줄 아는 것이며,
その、はじめの一歩が、自身を統制できることであり

자기 신뢰가 첫걸음의 시작입니다.  
自分の信頼が、はじめの一歩の始まりです。

비록
[부사] たとえ;もしそうであっても。
어ː른
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<1> [명사] 大人;成人。
<2> [명사] 地位や親等が上の人:上長。
굉장-하다 [宏壯―]
<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ 大きく立派なさま;宏壮だ;広壮だ。
<2> ｛형용사·여 불규칙활용｝ すばらしいさま:ものすごい;豪勢だ。
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 2009년 7월 30일 보낸 편지입니다.(1,666조회)

편지를 다시 읽으며 
手紙をもう一度読みながら

때로 나는 그의 편지들을 
時に私は、その手紙を

다시 읽어보곤 한다. 몇 번을 읽어도 
もう一度読んでみたりする。何度読んでも

싫증나지 않는 그의 글들을 읽고 있으면, 
飽きないこれらを読んでいれば

전에 몰랐던 새로운 의미를 발견하기도 하고, 
以前分からなかった、新しい意味を発見するときもあり

전보다 더 강력한 가르침을 얻기도 한다. 
前よりさらに強力な教えを得たりする。

그 편지들은 그 안에 담긴 진정한 가르침을 
その手紙は、その中にこめられた正しい教えを

온전히 이해할 수 있는 사람에게 
完全に理解できる人に

부쳐진 것이므로.
届けることなので

- 헨리 데이빗 소로우의《구도자에게 보낸 편지》중에서 -
- ヘンリー・デイヴィッド・ソローの＜求道者に送った手紙＞ -

* 편지는 글이 아닙니다.
* 手紙は文章ではありません。

사랑하는 가족이나 친구에게 편지를 보낼 때
愛する家族や、友達に手紙を送るとき

'글을 보냈다'고 합니까?  아닙니다. 마음입니다.
'文章を送った'といいますか？いいえ。心です。

편지는 마음이고 사랑이며, 눈물이자 땀이며, 에너지입니다.
手紙は、心で、愛であり、涙と同時に、汗であり、エネルギーです。

그가 보낸 편지를 다시 읽으면 마음도 다시 살아납니다.
それが送った手紙をもう一度読めば、心ももう一度よみがえります。

다시 눈물이 나고 삶의 힘을 다시 얻습니다.
また涙が出て、人生の力をまた得ます。

편지는 기록된 사랑입니다.
手紙は記録された愛です。

온ː전-히 [穩全-]
[부사] 完全に;無事に;きずのないように;全く。
부치다3
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[타동사] 送る;とどける;出す。
담기다
<1> [자동사] ‘담다’の受動:(器に)盛られる;入る。
<2> [자동사] (情などが)こもる。
구도-자 [求道者]
[명사] 『종교』求道者。
ちなみに意味は「あることを極めるために他のことをすべて犠牲にして省みない人のこと。」
이자2
[조사] 子音で終わる体言の後に付いて二つ以上の事柄を同じ資格でつなぐ接続助詞
(母音のあとでは‘이’を省くこともある)：…でもあり。

헨리 데이빗 소로우
ヘンリー・デイヴィッド・ソロー（Henry David Thoreau、1817年7月12日 - 1862年5月6日）
は、アメリカ合衆国の作家・思想家・詩人・博物学者。
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 2009년 7월 31일 보낸 편지입니다.(7,493조회)

희망이란 
希望というのは

희망이란 
希望というのは

본래 있다고도 할 수 없고 없다고도 할 수 없다. 
本来あるものともいえず、ないものともいえない。

그것은 마치 땅 위의 길과 같은 것이다. 
それは、まるで大地の上の道のようだ。

본래 땅 위에는 길이 없었다. 
本来、大地の上には道はなかった。

한 사람이 먼저 가고
一人の人間が、まず（道を）行き

걸어가는 사람이 많아지면 
歩いていく人が多くなれば、

그것이 곧 길이 되는 것이다.
それが、まさに道となる。

- 루쉰의《고향》중에서 -
- 魯迅の＜故郷＞より -

* 그렇습니다. 
* そうです。

희망은 처음부터 있었던 것이 아닙니다. 
希望は、はじめから有ったのではありません。

아무것도 없는 곳에서도 생겨나는 것이 희망입니다. 
何もないところからも生じることが、希望です。

희망은 희망을 갖는 사람에게만 존재합니다. 
希望は、希望を持つ人にだけ存在します。

희망이 있다고 믿는 사람에게는 희망이 있고, 
希望があって信じる人には、希望があって

희망 같은 것은 없다고 생각하는 사람에게는 
希望のようなことがないと考える人には

실제로도 희망은 없습니다.   
実際にも希望はありません。

(2001년 8월1일 앙코르 메일)  
(2001年８月１日アンコールメール)
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- 오늘 마감, 
  '사과&청국장 다이어트' 책 할인행사 - 
- 今日で締め切り
　'りんご＆チョングッチャンダイエット'本の割引行事

-  아침편지 8주년을 맞으며 -
-　朝の手紙８周年を迎えて　－

'고도원의 아침편지'가 
’コドウォンの朝の手紙’が

내일로 어느덧 만 8주년을 맞습니다.
明日でいつの間にか満８周年を迎えます。

(내일은 토요일이어서 '독자가 쓰는 아침편지'가 
（明日は土曜日で’読者が書く朝の手紙’を

배달되는 날이므로 하루 앞당겨 8주년 인사를 드립니다.)
配達する日なので、一日くりあげて８周年の挨拶をいたします。）

2001년 8월1일, 
2001年８月１日

뜨거운 태양을 피해
暑い太陽をさけ

많은 사람들이 여름 휴가를 떠나있던 날,
たくさんの人々が、夏の休日に発っていた日、

저는 건강이 무너진 몸으로 위의 '희망이란' 제목의 
私は健康を崩した体で、上の’希望というのは’題目の

편지를 써서 몇몇 지인에게 보내기 시작했습니다.
手紙を書いて、何名かの知人に送り始めました。

그렇게 시작한 '고도원의 아침편지'가 
そうしてはじめた’コドウォンの朝の手紙’が

여러분의 깊은 사랑과 호응 속에 소리소문 없이 번지고 퍼져 
皆さんの深い愛と呼応の中に、ひっそりと染み渡って、ひろがり

이제는 205만 명의 거대한 마음의 공동체로 자라났습니다.
今では２０５万名の巨大な心の共同体に育ちました。

아름다운 마음의 청정지역이 되었습니다. 이 모든 것은
美しい心の清らかな地域になりました。このすべてのことは

오로지 205만 아침편지 가족 여러분 덕분입니다.
ひとえに２０５万朝の手紙家族の皆様のお陰です。

이 자리를 빌려 다시 한 번 마음으로부터 
この席を借りて、もう一度心から

깊은 감사의 인사를 드립니다.
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深い感謝の挨拶をいたします。

지난 8년 동안 
過ぎた８年の間

아침편지가 자라면서 꿈도 함께 자라났습니다.
朝の手紙が育ちながら、夢も一緒に育ちました。

많은 분들이 함께 해주신 덕으로 '깊은산속 옹달샘' 건립도
たくさんの人たちが一緒にしてくれたお陰で’深い山中の小さな泉(ペンション名)’建立も

잘 진행되고 있습니다. 아마도 올해 말이나 내년 초에는 
進行しています。たぶん今年の末か、来年の初めに

'1차 건립' 공사를 마치고 기다리고 기다리던 
'１次建立'工事を終えて、待ちに待った

개관식 행사를 가질 수 있게 될 것입니다.
開館式行事を行うことができるでしょう。

더 큰 관심과 기도를 부탁드립니다.
さらに大きな関心と祈祷をお願いします。

그리고 작년과 재작년에 이어 
そして、昨年と、一昨年に引き続いて

오는 10월24일(개천절인 10월3일은 추석이므로
きたる１０月２４日（開天節（建国記念日）である１０月３日は、秋夕(旧盆)のため

넷째 토요일인 24일로 변경했습니다)에 다시 열리게 될
４番目の土曜である２４日に変更しました）にまた開かれるようになる

'드림서포터즈. 건축회원 다 모이자'에 오시게 되면 
’ドリームサポーターズ建築会館にみな集まろう’に来ていただければ

거의 제 모습을 드러낸 '깊은산속 옹달샘'의 
ほとんど私の姿を表した’深い山中の小さな泉’の

그 아름다운 모습을 두루 살펴보실 수 
その美しい姿をもれなく見ることが

있게 될 것입니다.   
できるようになるでしょう。

많은 분들이 기대하고 계시는 
たくさんの人たちが期待されている

'영어 아침편지'(아침편지를 영어로 번역해 전 세계에 보내는 것)도
’英語の朝の手紙’(朝の手紙を英語に翻訳し、全世界に送ること)も

열심히 준비하고 있습니다. 이 방면에 재능과 관심 있으신 
熱心に準備しています。この方面に才能と関心をもっていらっしゃる

분들의 참여와 협력을 기대합니다. 
方たちの参加と協力を期待します。
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8주년을 맞는 감회가 참으로 큽니다.
８周年にあわせて、感慨がとても深いです。

그러나 동시에 많이 무겁고 두렵기도 합니다. 
しかしながら同時に、重く怖くもあります。

8년 동안 하루도 빠짐없이 아침편지를 쓰는 일이 
８年の間、１日ももれなく朝の手紙を書くことが

때론 지치고 주저앉고 싶은 시간도 있었지만, 그러나 
たまにはくたびれ座り込みたいときもありましたが、しかしながら

그보다 큰 보람과 기쁨이 있기에, 2001년 8월1일 
それより大きなやりがいと喜びがあるから、２００１年８月１日

처음 아침편지를 썼던 그 첫 마음을 기억하며 
最初の朝の手紙をかいた、その最初の心を覚えて

이 길을 계속 걸어가겠습니다.
この道を続けて歩いてきます。

여러분도 더 큰 믿음과 사랑으로 
皆さんも、さらに大きな信頼と愛で

마음을 함께 해 주시고, 우리가 살아가는 이 세상을 
心を一つにして、私たちが生きていくこの世界を

더 아름답게 만드는 꿈과 그 너머의 '꿈너머꿈'을 함께 이루어가는 
さらに温かくする夢と、その向こう側の’夢の向こう側の夢’を一緒にかなえていく

평생의 좋은 동반자로 오래오래 머물러 주시기를 바랍니다.
一生のよい同伴者として、ながくながく留まっていただけるように望みます。

더욱 건강하시고 행복하시길 빕니다.
さらに健康で、幸せであるよう祈ります。

감사합니다.
ありがとうございました。

오늘도 많이 웃으세요.  
今日もたくさん笑ってください。

청국장（チョングックチャン）
納豆の入った韓国風お味噌汁のこと
http://keing.exblog.jp/9467165/に写真がありました。
어느-덧
[부사] いつのまにか。
앞-당기다
[타동사] (予定を)繰り上げる;早める;取り越す。
호응 [呼應]
[명사·하다형 자동사] 呼応。
<1> [명사·하다형 자동사] 呼ばれて返事すること。
소리 소문도 없이
《관용구》 なんの知らせもなく;人の知らぬ間に;こっそり;ひそかに。
번지다
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<1> [자동사] (液体などが)にじむ;散る;染みる。
<2> [자동사] 広がる;広まる。
퍼ː지다
<1> [자동사] (先の方が)広がる;広くなる;伸びる;張る。
<2> [자동사] (思想やうわさなどが)広まる;広がる;広く行き渡る;知れわたる;流行する;はやる。
공ː동-체 [共同體]
[명사] 共同体。
청정 [淸淨]
<1> [명사·하다형 형용사] 清浄;清らかで汚れのないさま。
<2> [명사·하다형 형용사] 清浄;『불교』罪がなく清らかなこと。
지역 [地域]
[명사] 地域;土地の一定の区域;ゾ―ン。
오ː로지
[부사] ひたすら;もっぱら;一途に;ただ;ひとえに。
빌리다
<1> [타동사] (人から金品を)借りる;借用する。
<2> [타동사] 貸す;貸与する。
옹달-샘
[명사] 小さい泉。
이어
[부사] 引き続き;続いて。
개천-절 [開天節]
[명사] 韓国の建国記念日(10月3日)。
중추 [中秋]
[명사] 中秋;陰暦の8月15日。〔동의어〕한가위·추석(秋夕)
넷-째
[수사] 第4(の);4番目(の)。
변ː경 [變更]
[명사·하다형 타동사] 変更;変改。
건ː축 [建築]
[명사·하다형 타동사] 建築;建築物。
드러-내다
<1> [타동사] 表に出して示す;表わす;目立たせる;露にする;さらけ出す。
<2> [타동사] (名を世に)揚げる;とどろかす。
두루
[부사] あまねく;満遍なく;漏れなく。
살펴-보다
[타동사] 注意して見る;よく見る;見回す;(樣子などを)探る;取り調べる。
감ː회 [感懷]
[명사] 感懐;心にいだく深い思い。
빠ː짐-없이
[부사] 漏れ無く；こぞって。
때론   たまには
지ː치다1
[자동사] (力のいる仕事や苦しみなどで)疲れる;へとへとになる;くたびれる;飽き飽きする。
주저-앉다
<1> [자동사] (尻をついて)座りこむ。
<2> [자동사] (立っていたものが)くずおれる;崩れるように倒れる。
너머
[명사] (山·垣などの)向こう;向こうがわ;…越し。
머무르다
<1> ｛자동사·르 불규칙활용｝ 止まる;停止する;停泊する。
<2> ｛자동사·르 불규칙활용｝ (一定の所に)とどまる;居残る。

깊은산속 옹달샘
http://okgaja.co.kr/
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루쉰は魯迅だったんですね・・・知らなかった。

魯迅（ろじん）は中国の小説家、翻訳家、思想家。本名は周樹人（ピンイン:Zhōu Shùrén）で、
字は豫才。ペンネームの魯は母親の姓だという。浙江省紹興市出身。4歳下の弟にやはり文学
者・日本文化研究者の周作人がいる。代表作に『阿Q正伝』、『狂人日記』など。
特に『狂人日記』は、文語主体の旧来の中国文学を口語主体とする点で画期的だった他、被
害妄想に駆られている狂人の心理を実にリアルに描写する点においても、わずか15頁の短編作
ではあるが近代中国文学の最高傑作ともいわれ、日本のみならず欧米諸国の中国文化研究
者間では高く評価されているようである。なお、魯迅自身が若い頃日本の仙台医専（現在の東
北大学医学部）に留学した経験もあるが、彼の親戚に、本物の被害妄想患者が存在し、彼を
見聞したことが、この作品を着想するヒントとなったと言われている。
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2009년 8월 1일 보낸 편지입니다.(539조회)

매주 토요일엔 독자가 쓴 아침편지를 배달해드립니다.
毎週土曜日には、読者が書いた朝の手紙を配達いたします。

오늘은 황유선님께서 보내주신 아침편지 입니다.
今日は、ファン・ユソンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

만남 
出会い

한 인격체로 성장해 가는 
一つの人格体で成長していく

과정의 어느 시점에서든, 나의 인격은 
過程のどの地点にも、私の人格は

나를 사랑하는 이들 또는 내가 사랑하는 이들, 
私を愛する人たち、さらには私が愛する人たち

나를 사랑하기를 거부하는 이들 또는 내가 
私を愛することを拒否する人たち、さらには私が

사랑하기를 거부하는 이들과 어떤 관계를 
愛することを拒否する人たちと、どんな関係を

맺느냐에 따라 결정된다. 
結ぶかによって決定される。

- 존 포웰의《내 영혼을 울린 이야기》중에서 - 
- ジョン・パウエルの＜私の魂を泣かせたはなし＞より -

* 살아가면서 참 많은 사람들을 만나게 됩니다. 
* 生きて行きながら、たくさんの人たちと会うようになります。

그런 만남을 통해 우리는 하루하루 더 성장하게 되지요. 
このような出会いを通じて私たちは、一日一日成長するようになるでしょう。

나를 사랑해주는 사람들을 통해서 사랑의 아름다움을, 
私を愛してくれる人たちを通じて、愛の美しさを

나를 거부하는 사람들을 통해서 포용의 미학을 
私を拒否する人たちを通じて包容の美学を

배우는 것입니다. 그렇기에 모든 만남은 
学ぶのです。このようにすべての出会いは

 모두가 다 소중한 것입니다.
みなすべて、大切なことです。

좋은 글 주신 황유선님께
いい文章を下さったファン・ユソンさまに

감사와 축하의 인사를 드립니다.
感謝と祝賀の挨拶をいたします。
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- 오늘 '고도원의 아침편지' 8주년 생일 -
- 今日'コドウォンの朝の手紙'８周年誕生日 -

어제자 아침편지 밑글로도 
昨日朝の手紙の下の文章でも

인사드렸지만, 오늘이 '고도원의 아침편지'가 
挨拶いたしましたが、今日が'コドウォンの朝の手紙'が

만 8주년을 맞는 진짜 생일날입니다.
満８周年を向かえ、本当の誕生日です。

2001년 8월1일, 
２００１年８月１日

'희망이란' 제목의 편지를 보내며 가졌던 
'希望とは'題目の手紙を送ってながら持った

그 첫 마음을 기억하면서 이 길을 
この最初の心を覚えておきながら、この道を

계속 걸어가겠습니다.
続けて歩いていきます。

여러분도 더 큰 믿음과 사랑으로 
皆さんも、さらに大きな信頼と愛で

마음을 함께 해 주시고, 평생의 좋은 동반자로 
心を一つにして、私た一生のよい同伴者として

오래오래 머물러 주시기를 바랍니다. 
ながくながく留まっていただけるように望みます。

- 아마동은 오늘도 모입니다.
- アマドン（朝の手紙マラソントンアリ）は今日も集まります -

좋은 주말 보내시고 
よい週末を過ごされて

오늘도 내일도 많이 웃으세요.
今日も明日もたくさん笑ってください

몽골 대초원, 헨티 아이막에서...  
モンゴルの大草原ヘンティー県より...

성장 [成長]
[명사·하다형 자동사] 成長。
<1> [명사·하다형 자동사] (人·動物などが)育って大きくなること。
포ː용 [包容]
[명사·하다형 타동사] 包容。
<1> [명사·하다형 타동사] 包みいれること。

モンゴル国ヘンティ県について
http://npo-ipsc.web.officelive.com/henti.aspx
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（KHENTII AIMAG）
ヘンティ県はモンゴル帝国を建設したチンギス・ハーンの故郷です。
17世紀末以降、ハルハの四つのアイマグ（行政単位）のひとつであるツェツェンハ
ン・アイマグの名前で200年を経過しました。1923年に人民政府の決定によりハ
ンヘンティオール県と改名され、1942年に今日のヘンティ県となりました。
ヘンティ県は１７のソム（郡）と３つの地方都市を持ち、人口は約7万人です。県内
にはハルハ・ブリヤート・カザフ・ウリヤンハイなどの多くの部族が居住しています。県
庁所在地はウンドルハーン市で人口約1万5千人です。ウランバートルから東に33
0㎞に位置します。
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