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「アイドル試験」と「チェ･コウン法」
昨年、韓国の青尐年の将来の希望 1 位は芸能人という統計が出てきました。
首都圏だけで 220 箇所あまりのタレント塾から輩出する志望者が年間 4 万
8,000 人以上に達して、演劇映画科など大学の関連学科に通う学生数も 3 万人
以上に達しています。しかし、スターどころかその人々の中でデビューの機
会をつかむ人は、ごく尐数に過ぎません。そして 2010 年国家人権委員会が発
表した女性タレントと志望者対象調査の結果、調査対象の女性タレントの十
人中 6 人が性的な接待を要求され、3 人はセクハラを受け、性的暴行の被害を
受けたタレントも尐なくありませんでした。有力な人々からいわゆる「スポ
ンサー」の提案を受けた場合も十人中 5 人以上でした。2009 年 3 月に自殺し
たタレントのチャン・ジャヨンさんは、ある知人に送った 50 通あまりの手紙
で、なんと 100 回以上の酒の接待と性的な接待を要求されていたと告白して、
ここにはタレント企画会社と製作者はもちろん、報道機関、金融機関関係者
など 31 人の実名も言及されていることが伝えられました。それでも、青尐年
には、富と名誉、大学入試までも一発に解決すると信じる、また別の次元の
試験、いわゆる「アイドル試験」が新しく浮び上がってきています。首都圏
だけ見当をつけて 500 箇所あまり、全国的に 1,000 箇所あまりを優に越える
タレント企画製作社を通してアイドルを準備する子どもたちは、スターにな
る確率は 0.1%に過ぎず、司法試験をパスするより難しいというアイドル試験
0.1%の関門を通り抜けるために、今日も、家-学校-企画会社を巡回している
と明らかにしました。しかし、実際に多くの練習生が未来に対する確実な保
障も、現在に対する基本的な補償さえ受けることができなくて、将来の見通
しが暗い時間を送っているとします。
その中で、最近では有望な予備シナリオ作家チェ・コウン(32・女性）さん
が、キョンギド、アンヤン市議の借家で亡くなって発見されました。
「これま
でとてもたくさん助けてくださってありがとうございます。お恥ずかしいの
ですが、何日もなにも食べられないでいるので、おにぎりとキムチがあれば
私の家のドアをたたいてください」チェさんは死ぬ前にソンさんの家のドア
の前に、こういう内容のメモを付けておきました。事情をかわいそうに思っ
たソンさんが食べ物を持って行ったのですが、すでにチェさんのからだは冷
たくなっていたのでした。警察は甲状腺機能亢進症とすい臓炎を病んでいた
チェさんが、数日間、なにも食べなかった状態で治療さえ受けることができ
なくて死亡したと明らかにしました。ごく尐数を除いた予備映画関係者は、
生計さえ継続するのが難しい現実の中で、チェ･コウン作家の死亡により、芸
術家の福祉問題が課題として浮び上がる中で、芸術家が一般労働者と同じよ
うに健康保険と雇用保険などの保障を受けられるようにして、共済組合も設
立する内容を含んだ、いわゆる「チェ･コウン法」が推進されています。2009
年に施行された文化芸術家実態調査によれば、文化芸術家の創作活動関連の
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月平均収入額がない場合が 37.4%、100 万ウォン（約 7.5 万円）以下が 25.4%、200 万ウォン（約
15 万円）以下が 13.8%、201 万ウォン（約 15 万円）以上は 20.2%に過ぎないほど非常に劣悪な状
況でした。一方、国税庁の「国税統計年譜 2010 年版」によれば、有名芸術家を除いた大部
分の芸術家は低い所得で、声楽家(8716 人)の平均所得が 410 万ウォン（約 30 万円）であり、
モデル(9851 人) 495 万ウォン（約 36 万円）、作曲家(1 万 1,457 人) 720 万ウォン（約 52 万円）、
歌手(7,415 人) 962 万ウォン（約 70 万円）、画家をはじめとする美術家(1 万 6,911 人) 1,104
万ウォン（約 80 万円）などに過ぎませんでした。芸能人もまた例外ではありません。俳優パ
ク・ジンヒさんの延世大学行政大学院修士論文「タレントのストレスと憂鬱および自殺思考
に関する研究(2009 年)」に見ればタレントの中 38.9%がうつ病を抱えていて、40%が自殺を
考えてみたという問題も提起されました。社会保健と老後対策がなくて、未来に対する不安
に生計維持のためのストレスが重なって、健康相談をする比率が 21.9％にもなり、老後対
策相談が 40.8%になると明らかにしました。また、実際に答えの対象者の中で年間所得が
3,000 万ウォン（約 220 万円）以上の人が 16.8%だったのに比べて、500 万ウォン（約 36 万円）
以下は 28.0%で、所得の両極化が深刻で、60%は今現在、仕事がなく過度なストレスで胃腸
病を抱えているタレントが 12.6%、アルコール中每も 4.1％もいることを明らかにしました。
生活のアイデンティティーをなくしたまま、仮面をかぶった人格にかくされた虚無とうつ
病と不安の中に生きていかなければならない芸能人の二重の人生、なぜこういう隠された不
幸は続くのでしょうか。

まことの幸せの道はここにあります
幸せがないということは満足がないということを意味します。底の抜けたビンには悪臭を
放つ水を注いでもこぼれて、長く寝かせた高級ワインを注いでもこぼれます。そのように人
間の根本に穴があいているから、いくら良い肉体的な快楽と精神的な豊かさを注いでも、こ
ぼれるしかないのです。本来の人間は、神様の中にいてこそ、神様とともにいてこそ幸せに
なるように創造されました。すなわち、神様が私たちの幸せの根源なのです。ところが、サ
タンの策略にだまされて神様を離れた人間は、暗やみと混とんとむなしさがある運命のくび
きに縛られるようになってしまいました。結局、サタンが引っぱっていく人生の目標は滅び
と死と地獄です。水を離れた魚が水でない他のどんなものでも満足できないように、神様を
離れた人間は、神様と出会うこと以外、他のどんなものによっても幸せになるはずがありま
せん。神様に出会う瞬間、あなたのすべての問題は解決されるようになります。想像してみ
て下さい。水から出てしまってピチピチ跳ねながら死の日を待っている魚が、だれかの手に
よって、また水の中に戻されたとき、その魚が自由に水の中を泳いでいく姿を。
それで、神様はあなたを救うために、神様ご自身が被造物である人間の姿で来られて、十
字架で死んで復活されることによって、人間の敵であるサタンの権威を打ちこわし、人間の
すべての罪と呪いを解決して、神様に会えるように道を開いてくださいました。その方が、
まさしくキリストであるイエス様なのです。イギリスの詩人ジャイルズ・フレッチャーは、
イエス様をこのように描写しました。「道に迷った者には、その方は道です。ボロを着た者
には服であり、飢えた者には食べ物です。縛られた者には自由であり、弱い者には強さです。
死者にはいのちで、病気になった者には健康であり、目が見えない者には光で、貧しい者に
は富です。再び失うことはない楽しみであり、盗まれない宝です」一言で、イエス様が人生
すべての問題の解決者であるということです。
したがって、だれでもキリストとして来られたイエス様を信じて受け入れれば、すぐに神
様の子どもになって、まことの幸せの根源である神様のふところに帰ることができるように
なります。神様が与えてくださるまことの幸せを味わうこと、これが本当のあなたの人生の
姿ではないでしょうか。あなたは大切な人です。

The Leader’s Time

失敗の代名詞と

祈りの力
アメリカで毎年、歴代の政治家の中で最高の政治家をアンケート調査
を通して選ぶ中で、いつも不同の 1 位を占めている人物があります。失
敗の代名詞と呼ばれたエイブラハム・リンカーンです。
10 歳という幼い年齢で片親となって育てられたリンカーンは、ひどい
貧しさの中で育ちました。林の中の丸太小屋で、一日三食の食事を心配
しながら成長して、学校はやっと一年だけ通ったリンカーンが、今、私
達が知るリンカーンになったのには、お母さんの信仰が大きい役割を果
たしています。お母さんが亡くなるときに、手に握らせてくれた聖書、
そして、お母さんが祈っていた姿は、リンカーンの姿に一生の焼印とし
て残り、彼の一生をイエス・キリストの中で生きるように導きました。
結局、大統領になったリンカーンは、その職務を遂行しながら、建国以
来、最大の危機であった南北戦争を迎えました。しかし、いつも神様の
側に立っていたリンカーンの祈りの中で、北軍の勝利で終わったあと、
また南と北を共同体として一つにします。このように、時間が過ぎたあ
と、ある日、ひとりの新聞記者がリンカーンにそばに近づいてきてこう
いう質問を投げました。「あなたのおどろくべき成功と尊敬を受ける人
生の秘訣はどこにあると思いますか?」リンカーンは笑いながらこのよ
うに答えました。「それは、他の人より失敗をたくさん経験したからで
すね。私は失敗する時ごとに、失敗に含まれた神様のみこころを学んで、
それを土台として活用しました。サタンは私が失敗する時ごとに『もう、
おまえは終わりだ』とささやきました。しかし、神様は私が失敗する時
ごとに『今回の失敗を教訓にしてより大きいことに挑戦しなさい』と言
われました。私はサタンのささやきより、神様の御声に耳を傾けてきた
のですよ」と答えました。
宗教改革者であるジョン・ノックス(John Knox)が、スコットランド
で福音を伝えていたとき、当時、イギリスの統治者だったメアリ女王は、
スコットランドのプロテスタントをみんな殺せと命令しました。そのニ
ュースを聞いたノックスは、自分の書斎に入って、心からの祈りをしま
した。
「おぉ、神様、私にスコットランドを下さい!そうでなければ、こ
の命を取ってください」そして、しばらくのちに、メアリ女王は「ジョ
ン・ノックスひとりの祈りが百万の大軍よりもっと怖い」という言葉を
残して死にました。のちに、イギリスの国王は「英国軍隊全体とジョン・
ノックスを換えることはできない」と告白しました。福音と祈りの力を
知っているひとりの人の祈りが、国の運命を変えました。これが神様の
子どもに与えられたまことの力です。
今、国家と世界のためにこの祈りの人が必要な時ではないでしょう
か。
神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々の
ためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、
私たちは知っています。（ローマ人への手紙 8 章 28 節）

神様の子どもになる

受け入れの祈り
愛の父なる神様。
私は罪人です。今まで神様を離れ、サ
タンの支配の下に縛られて、奴隷のよ
うに生きて来ました。
しかし、今、この時間、イエス様を私
の救い主、私の神様、私のキリストと
して受け入れます。イエス･キリスト
は、神様に会う唯一の道であり、サタ
ンの権威を打ち砕かれ、すべての罪と
のろいと災いから私を解放してくだ
さったキリストであると信じます。い
ま、私の中に入って来てくださり、私
の主人になってください。今から私の
生涯を細かく導いてください。
イエス･キリストのお名前によってお祈
りします｡アーメン

神様の子どもの毎日の祈り
父なる神様、イエス・キリストによって
神様がいつも私とともにおられて、導か
れることを感謝します。
今日も、すべての生活の中で、神様の子
どもになった祝福を味わうように、聖霊
で満たしてください。
私の家庭と現場と行くところごとに福音
を邪魔して困らせるすべてのサタンの勢
力を権威あるイエス・キリストの御名で
縛ってください。
どんなこと、どんな問題でも、解決者で
あるイエス・キリストに任せて、その中
で神様のより良い計画を発見しながら、
聖霊に導かれる生活になりますように。
そして、私の生活を通してイエス様がキ
リストであるということがあかしされ私
の現場に神の国が臨むようにしてくださ
い。毎日、私の生活の中で神様の願いで
ある世界福音化の契約を握って勝利でき
ますように。
今も私とともにおられるイエス・キリス
トのお名前によってお祈りします。アー
メン
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私たちとともにいる天使

天下の英雄でも勝てないのが眠気だと言われるよ
うに、世の中で最も重いのが眠たい人のまぶただと
言われている。春とともに体がだるくなったり、体
調が崩れるようになると、自動車の運転手に最も致
命的な現象、すなわち居眠り運転が現れる。何年か
前にアメリカに行ったときに、時差ボケなのに、次
イラスト＿シン・ジョンウン

の日やむをえず運転をするようになった。はじめに
はそのまま行けると思ったのだが、なんと高速道路
に入るやいなや、経験がある人は分かるように、眠

は目で確認できない。しかし、だましの専門家であ

気があたかも一度に注ぐ梅雤の雤のように連続して

る悪霊は、いろいろな方法で、自分の存在を目に見

襲ってきたのだった。サービスエリアに行くなら、

えることで現わす。霊的事実を知らせるのは秘密で

何十キロメートルをさらに行かなければならない状

はないのにもかかわらず、世の中のどんな本も霊的

況で、道端の停車は危険に思われた。かろうじてガ

事実を知らせていないが、ただ聖書だけが霊的事実

ムをかみながら、歌も歌ってみて、気をつけようと

と現象を知らせている。目に見えるものは神様では

努めるのに、思ったようにはっきりした気分にはな

ない。霊的存在は目で見ることはできない。目で観

らなかった。相対的に速度を下げて走ったのだが、

察でき、見えるものは偶像であり、サタンのだまし

そのとき、突然、自動車に何かがぶつかる轟音が聞

に過ぎない虚像である。見えてはいけないことが見

こえた。車にあたる感じはなかったが、たしかに音

えれば、それはむなしいことなのに、今、むなしい

が聞こえた。事故が起きたかと思ってバックミラー

こと、すなわち幻と幻覚に苦しめられる人が多い。

で前後左右を調べたが、周囲に物や人や自動車はな

その偽りを知っていながらも、抜け出すことができ

かった。この時から緊張したからなのか、眠気が去

ないのは、道を知らないためだ。

って、サービスエリアまで一気に走り込んだ。車を

しかし目に見えなくても存在していることは事実

停車させて、あたった音がする周囲を調べてみたが

だ。ただし、どのように事実を確認するかがカギだ。

何の痕跡もなかった。おそらく、それくらいの音が

大衆媒体は、すべて悪霊の肩を持っていて、奇怪で

したとすれば、たしかに、どこかがこわれたのかつ

苦しい姿の悪霊現場と現象だけを教育するので、人

ぶれた痕跡があるか、引っ掻いた跡でもなければな

間に苦しみを与える絶対的な存在で悪霊を出すが、

らないのに、なんの痕跡もなかった。なにもあたら

実際には、人間を助ける天使の美しい活動がそれよ

なかったのに、ぶつかる音がしたとすれば、私でな

り平均的に 2 倍は多いという事実を知っていれば良

ければ周囲なのに、どこにも事故や周辺に接近した

いのだ。信徒を助ける天使がうとうとしている自動

こともなかった。静かに考えてみたら、これは霊的

車にぶつかってくれたので、目に見えない現象で運

現象に間違いなかった。

転手を危機から抜け出すようにしたのだ。

人々は簡単に悪霊による奇怪な事件だけ霊的現象

このように、私のそばには天使がいるけれど、あ

だと見るが、事実、この世には悪霊より倍も多くの

なたのそばにはだれがいるのだろうか。私たちのそ

天使が活動している。自然世界で観察されるのは、

ばにいる天使の助けが必要なあなたではないだろう

目に見えるものだ。目に見えるのは事実が見えるこ

か。

とだが、霊的なことは肉の目の観察では分からない。
霊的存在は神の領域であるが、人だけが目で観察で
きるだけで、その他の存在である神様と天使と悪霊

チョン・ヒョングク＿福音コラムニスト
＊相談したい方はこちらまでどうぞ

