家では貧乏などん底生活、学校では陰湿ないじめ。
生きる気力をなくし、家にこもっていたある日、
先輩の荒療治によって
格闘技をたたきこまれ、救われる。
定時制の工業高校でクルマの楽しさに目覚め、
ジャンクションプロデュース武富氏との
運命的出会い。そしてついに自分のショップ、
ジャンクションプロデュースブティックをオープン。
まだまだ全力で走り続ける日々は続く。
地獄からここまで必死に這い上がってきたからこそ、
自信を持って人に言えることがある。
最強の成り上がり、人間・上野真幸の人生相談劇場、第２回。

ジャンクションプロデュースブティック 泉南代表

の

上野真幸 Masayuki Ueno
に原因はないのか？ 遊びと言いつつ何
年も付き合ってたり、困った時にはい
つも都合よく彼女に頼ってたり、自分

「責任取って結婚」と言われていると
あるが、本当にアザが原因なのか？ 他

現状をちゃんと正面から把握し、アザ
逃げんなよ、コノ野郎 遊びであれ
が少しでも消えるよう精一杯やろう
本気であれ、まずは人間として最低や
や！ 完全完治とはいかなくとも、互い
らなアカンことがあるだろう
アザが残ってしまったことは事実。 に納得するまでアザを治すことに一生
懸命向き合うべきやろ！

これから一生、逃げて
逃げて逃げまくる気か？

●上野真幸が読者の皆様の相談、質問に全力でお
答えします！ 仕事、恋愛、人間関係の悩みなど何
でも OK。〒 170-8427 東京都豊島区東池袋 3-7-9
（ 株 ） 芸 文 社 VIPCAR 編 集 部 ま た は vipmac@
geibunsha.co.jp いずれも「道標」係まで。

群馬に住んでいる 歳の男です。す
みません、相談にのってください。
自分、１か月半くらい前に、女を横
に乗せて事故っちゃったんですよ。夜
中、雨の中、コーナーでスリップして
飛んでしまったんです。乗っていたＹ
グロはめちゃめちゃになって廃車。
横に乗せていた女は重傷、顔の半分近

1 月〜 2 月は東京オートサロンと大阪オートメッセ出展で、超
多忙な日々を送る。働く時は働き、遊ぶ時は遊ぶ。仕事への情
熱と家族への愛情はいつでも 100％の 37 歳。1974 年 7 月 17
日生まれ。有限会社ジャンクションプロデュースブティック
（JUNCTION PRODUCE BOUTIQUE 泉南）代表取締役。
■ジャンクションプロデュースブティック泉南
〒 599-0232 大阪府阪南市箱作 2129 TEL.072・476・6300

読者の皆様からの相談、質問、
お待ちしています !!

友達がいない。
だまし合い、 中をナメとんな、アナタは。同時に、 ピンチはチャンス。がんばりひとつ
ひとつの積み重ねが、人望につながっ
足の引っぱり合いばかり。 どれだけ自分にもあまいんや！
「陰険ないじめ、だまし合い、足の引っ
ていく。そこから信頼、そして友情も
張り合いばかり」だなんて、まったく
こんにちは。私、香川県から東京に
生まれる。
出て来てもうすぐ２年になりますが、 世の中をあまく見すぎ
待つという手もある。でもこっちか
お客さんは癒されに来るんだから、 ら声をかけるという手の方が有効。だ
いまだに友達と呼べる子がいません。
シャッキと接客せんかい ウジウジ言
専門学校を辞めて、今は夜のお店で
から、あの手この手で攻めてみよう。
う前に仕事に身を入れないとダメ！
働いているのですが、そこではちょっ
心の底から頼れる人、心を開いて
特に夜の世界は厳しい職業やから、 しゃべれる人がいないんだったら、ま
と売上を伸ばすと、陰険ないじめが始
簡単に考えてたらすぐに撃沈してしま
ず自分が心の奥底から信頼してもらえ
まります。まわりを見ていても、だま
うんじゃないか。お金を稼ぐというこ
る、頼れる人間になろうや。
し合い、足の引っぱり合いばかり。ホ
とはそんな簡単なもんじゃないし、社
人は強いばかりじゃないし、弱いばか
ントにいやになる。
会に出れば、そりゃ〜いろいろ問題も
りでもない。自分にはないものが人には
今の仕事場も、そのまわりも、心の
起きてくるでしょう。
あり、人にはないものが自分にはある。
底から頼れる人、心を開いてしゃべれ
自分のことより、まずはお客さんのこ
人との付き合いは持ちつ持たれつ。
る人がいないです。みんな、本当の友
とを第一に考えないとアカン。アナタみ
そんな関係が、いずれ友情、異性であ
達っているのかな…。私は表面の付き
たいなウジウジさんにも、お客さんはお
れば愛情に進化していくのでは？
合いだけ。
金を払って来てくれるんだから、もっと
周りにどれだけの気配りができるか、
どうすれば、本当の友達って出来る
ビシッとプロ魂を持って接客しようや！
相手に対してどれだけ一生懸命になれ
んですか？ すごく寂しい…。
るか。
「ちょっと売上を伸ばすといじめが始
（東京都／ちかこ
歳）
やってあげたことはすぐに忘れれば
いい、でもやってもらったことは一生
忘れるな。これが僕が普段から心がけ
ていること。それと、親しき仲にも礼
儀あり。これが大事。
自分なりのテーマをしっかり決めて、
「今」をしっかり刻んで人生を楽しんで
いってください。
（上野）

しまえ それで、ねたまれる人を通り
越して憧れの人になったったらエエ
そりゃ〜、そう簡単にはいかんやろ

うけど、そもそも人との付き合いとい
うのも簡単なもんじゃない。

http://ameblo.jp/jpboutique/

まずは自分から心を開く
信頼はそこから始まる

だから先に心の傷をいやしてあげてく
ださい。ほかのことはその後！（上野）

世の

ブログのキャッチフレーズは「運命 〜それ
は自分で変えるもの〜」
。携帯からも OK。

が気付かないうちに遊びの領域を超え
詫びをすること。それから、責任持っ
てなかったか？ 自分では軽く思ってい
て行動に移していく。
ても、周りにはそう見えていないこと
これからの長い人生の中でも、絶対
もある。ましてや親御さんなら当然重
に避けて通れない道があると思う。
く受け止めるはず。
そこにまた直面した時、自分ならどう
アナタの言っていることは非常にあ
答えるか、その時に「逃げる」以外の
まったるい！ 今、自分が置かれている
答えを出せるように、勇気を出して向
現状をすべて放棄し、のしかかってい
かって行かないといけない。
ることすべて無視、すべてから解放さ
アナタにも優しさや思いやりなど、
れれば自分は楽になる、それで良いと
良いところはあるはず。そういった人
いうことか？ まったくもって、しょう
間のプラス部分を、少しでも先行して
もない人間やな！
出せるように心がければいい。
これからの長い人生の中で、自分に
人間は何よりも、気持ち。思いやり。
とってやりたくないこと、面倒なこと、 遊びにしても仕事にしても、人に対し
苦手なこと、嫌なこと、自分が一筋縄
ての思いやり。
では乗り越えられない問題に直面した
自分にとってやりたくないこと、面
とき、逃げて逃げて逃げまくる、そん
倒なこと、苦手なこと、嫌なことなど
な人間でエエのか？ そのうち逃げんの
様々あるけど、何事も人から受ける思
も嫌になってくるんちゃう？
いやりで乗り越えられることがある。
人をあまり馬鹿にするもんじゃない。 「逃げたい」とあるけど、逃げたけりゃ
そんなことをしていると、いつか必ず
逃げればいい。でも、良し悪し全部自
自分に返ってくるよ。
分の人生のページに刻んで生きて行く
今回の事故でいちばん重要なのは、 んだから、嫌なことからは逃げるので
命があって良かったと言うこと！ 死亡
はなく、まずは受け入れることが大事
なのでは？
何事からも逃げずに必死に向かって
いけば、何らかの道が絶対に開ける。
顔のアザが消えたとしても、心の傷
がいえるのはもっと先になるのでは？

事故になっていたらどうする？ それで
も「遊びの女だからどうでも良かった」
で通しきるのか？
問題の大小に関わらず自分がやって
しまったことは事実。それをこれから
どう解決して行くか、まずはそれを考
えること。そして相手に対し精一杯お

!!

まる」とあるが、出る杭は打たれると
友達と呼べる子がいませんだって？
いうこと。ねたまれるということはみ
まずは自分から心を開かないと。そう
んなアナタを意識してるということな
すれば相手の心も開かれる。何事もそ
うだけど、まずはチャレンジでしょう。 んじゃないか？
何事もプラスの方向に考えを持てる
結果にビビってたらアカンよ！
というのも、周りを引っ張っていける
詳しい理由はわからないけど、専門
要素のひとつだと思う。
学校を辞めて夜のお店で働くというこ
売上が上がっていじめが始まるん
だったら、もっともっと売上を上げて

とを選択したんやろ？ その意味、自分
でわかってる？
アナタは学生から社会人になったわ

あまいあまい！ あますぎる

更新中 !! 上野真幸の
BLOG DESTINY

上野真幸

!!

僕は正直言って嫌なんですが…。はっ
女を横に乗せて事故、重傷で顔半分にアザ。逃げたい
きり言って逃げたいんです。どうした
くがアザのようになった状態で、それ
らいいんでしょうか？
が一生残るそうです。ちなみに俺は軽
（群馬県／哲
歳 会社員）
傷で、オイルを頭からかぶったくらい
で済みました。
実は、その女とは本気で付き合って
いたわけではなく、いわゆる遊びだっ
たんです。向こうの親からは
「責任取っ
て結婚してくれ」と言われています。
30

け。つまりアマからプロの世界に飛び
込んだということ。そうなればもうあ
まったれなんて通用するわけがない！

!!

186
187

!!

!!

30

有限会社ジャンクション
プロデュースブティックも、
4 月 10 日で 10 周年です !!
いや〜〜〜〜〜本当にこ
こまでいろいろありました。
良いこと悪いこと全部含め
て 10 年の歩み !! …という
ことで、3 月 4 月（日）に
決算セールと 10 周年セー
ルを合同で開催致します !!
詳細については、ジャ
ンクションプロデュース
ブティック泉南 上野まで
遠慮なくお電話ください。
「10 周年セールの件で」と
言っていただければ、当日、
僕が直接心をこめてご商談
させていただきます !! よろ
しくお願い致します！
10 周 年 セ ー ル 受 付 窓 口
TEL.072・476・6300
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