
                           

                           

 

 

 

 

 

世界的に新型コロナウイルスが感染拡大していることを受け

校などの措置がなされています。また

国民に呼びかけています。

今年は残念ながらお祝いすることができそうにないですが

あるので

 

 

 

モンゴルでは旧正月のことを「ツァガンサル（白い月）」と呼びます。ツァガンサルでは元旦に家族で集まり

ごちそうを食べます。机にはモンゴルの方々が尊ぶ白色の料理が並べられ

知人を招きもてなします。
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年長者の腕の下に自分の腕を添え挨拶をしま

す。そして右

腕を上にします。
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