貧乏などん底生活、
いじめの毎日からはい上がり、
ジャンクションプロデュース
ブティック泉南の代表へ。
今なおアクセルベタ踏みで走り続ける日々。
地獄の日々からここまで
一歩一歩登ってきたからこそ、
自信を持って、胸を張って
人に言えることがある。
自らを最強の成り上がりと言い放つ、
人間・上野真幸の人生相談劇場。

の

ジャンクションプロデュースブティック 泉南代表

上野真幸

うつ病。メンタル面の弱さをなんとかしたい。
と関係のない中学時代の他の同級生か
ら「俺らに仲間を犯罪者にさせた。お
前は裏切者だ」と理不尽な言いがかり
を付けられました。クルマのナンバー
を覚えられ、たびたび中学時代の同級
生に襲撃されたりもしました。
数年前に失業し、仕事も見つからず
１年間ニート状態を強いられたことも

あり、あげくの果てには知らないうち
にうつ病になってました。心療内科に
通いながらも仕事が決まり、現在に至
りますが、会社にうつ病のことが発覚
し、それから冷遇を受けています。
それでも心療内科には定期的に通い、
うつ病を治すために自己啓発セミナー
に行ったり、趣味であるカメラやバイ

か気にしてたら何にもできへんしな！
まずはしっかり自分を信じること、
そして時には人を信用する。
余談ですが、配管に挟まっていた子
犬、僕が引き取りました。当時、僕の
家は団地だったので動物は飼えなかっ
たのですが、秘かに飼っていました。
これも僕が善人か悪人か、感じ方は人
それぞれ。
でも僕はこの子犬を引き取っ
たことを後悔しておりません。
自分がとった行動に自信を持て や
な！
（上野）

ヤバイ先輩から「彼女を
よこせ」と。怖い…。
質問いいっすか？ 自分は埼玉に住む
歳の学生です。最近ヤバイ先輩たち
とつるんでんだけど、自分の彼女をよ
こせって毎日言われてます。はじめは
冗談半分と思っていましたが、毎日自
分の彼女に電話やメールしているみた
いで、電話も１時間以上は切らせてく
れないらしく、かなり困ってます。全
部放棄して逃げたいけど、自分的には
守りたい気持ちもあります。でも先輩
が超怖いです。逃げたいです。どうし
たら良いのかな…？
（埼玉県／ 歳）

クに打ち込んだり、旅行をしたり、ス
ポーツしたりと、プラスになることは
積極的にやってます。
しかしもともとがネガティブ思考な
ので、ちょっとつまずくとズルズル引
きずってしまい、趣味にも手を付けた
くない状態や仕事にも行きたくない状
態になります。
大型二輪免許取得と愛車を買う目標

れるぞ。
そもそも人はモノではない。
よこせっ
て言われるのはおかしいという物事の
とらえ方をしっかり考えりや！
先輩がアナタの彼女に気があると言
い寄ってくる、そのことをアナタにも
彼女にも自分でハッキリと伝えている
先輩の方が、ある意味ちゃんとしてい
ないか？ そこであなたがキッパリハッ
キリ答えを返してないからアカンの
ちゃうか？ 先輩に対してどういう態度
で接しているのか？ ひょっとしたら彼
女の文句やグチを言ってみたり、スキ
をあたえてはいないか？ 先輩も入るス
キ間がないと思えば入ってこないと思う。
アナタは守りたいと言っているけど、
本当は先輩の怖さに負けて、ただ言っ
ているだけになってはいないか？
行動を起こさなアカンで。平和な何の
ジャマも入らない恋愛や人生はない。こ
れから先アナタの人生の中で、もっと
もっとハードルの高い問題も出てくる
よ。そのたびに逃げんのか？ 引き返す
んか？ 突き進むことはできんか？
想像以上の高いハードルに直面した
とき、飛び越えられなければくぐって
でも前に進む。それでもダメらならよ
じ登ってでも前に進む。それでもダメ
なときは全部破壊して突き進む心構え

を立てたので、ここは踏ん張ってキツ
い仕事にも耐えて、目標を達成するよ
うに精進しなきゃいけないのですが、
メンタル面の弱さとネガティブ思考が
障壁となって困ってます。
正直、死にたいと思ったことは何度
もあります。上野さん、アドバイスを
お願い致します。
（兵庫県／孝弘
歳 会社員）

上野真幸 Masayuki Ueno
てる内容もアナタの相談ちゃうか？ よ
くある話で、はじめは彼女もアナタの
相談から始まって…みたいな感じちゃ
うか？
ヤバイも何もその先輩もいち人間、
ビビッてらんとちゃんと話して、自分
のしっかりした意思を伝えること。ア
ナタにしっかりした意思があれば先輩
にも彼女にも伝わるはず。
いい加減はいかん。全力で向かって
行くんや。
電話が気になるんやったら電話番号
変えたらエエ。当然 歳やから親御さ
んが携帯持たせてるんだと思う。だか
ら番号変えるなら親御さんにもちゃん
と相談すること。そういう面倒な作業
も「筋を通す」ということなんやで。
何事も、暴走はアカンしワガママも

も出らんやろうし。先輩と電話で話し

のか？ 自分じゃないか？
彼女は、そのアナタの態度に幻滅し
てないか？ 彼女も本気で嫌なら電話に

い？ メールも来る？ いったい誰が彼
女の電話番号やメールアドレス教えた
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ダメ アナタが何をしたいか、何をし
てあげられるか。しっかりした気持ち
を持つということやな！
（上野）

●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。

上野さんこんにちは。神戸に住む
歳の会社員です。
中学時代ヤンキーをやっていて、高
校に行ってから真面目に生きようと決
めて大学まで行きましたが、大学在学
中に中学時代の元同級生に恐喝や暴行
に遭い、全治１か月のケガを負いまし
た。それから元同級生の逮捕で、事件
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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。1974 年 7 月 17 日生まれ。
仕事のときも遊ぶときもパワー全開、そして仕事仲間にも家族に
も「親しき仲にも礼儀あり」をモットーに毎日を生きる 37 歳。3
月 31 日（土）発売の「ヤングオート 2012」では、
映画ビーバップ・
ハイ・スクールに登場していた菊リンと熱く対談。そちらも必見 !!
■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
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読者の皆様からの相談、質問、
お待ちしています !!

完璧人間なんていない。
自分を信じて自信を持て。
死にたいと思うことは誰もが経験す
子犬には死が訪れるという事実…。レ
ること。でも人間は思うだけで死のう
スキュー隊を呼んだ人が善人か悪人か、
とすることをセーブできるという理性
それは感じた人が決めること。
がある。だからアナタも止められる理
地球の人口はおよそ約 億人、と言
性があるっちゅうこと！ 大丈夫や！
うことは考え方も 億通りあるっちゅ
人生というものは山もあれば谷もあ
うこと。そんな 億通りの考えを苦し
る。善人もいれば悪人もいる。楽もあ
み楽しみ生きて行こうとするのが人間。
れば苦もある。でもそれは受けた側が
つまり、
完璧人間は絶対に存在しないっ
感じるもの。自分にとって楽しいこ
ていうこと！
と。善意。それは受ける側が感じるもの。
自分の短所ばかり責めるのではなく、
だから受ける側が逆にとらえたらそれ
長所を伸ばさなければいけない。誰に
はありがた迷惑、悪意にとらえられる
でも必ず長所はあるはず。僕はプラス
可能性もある。
思考を人一倍前に出すようにしていま
僕の昔の経験だけど、下水管の間に
す。特に自分がとった行動は、悪い結
子犬が挟まっていて、かなり衰弱して
果であっても自分自身が出した結果な
いて身動きが取れない、助けようと試
んやから、後悔ではなく満足できるよ
みるがうまくいかない。たまたま通り
う心がけること。
がかった人に助けを求めてみるが、こ
何事も人のせいにするのではなく、ま
れもうまいこといかない。何事だと人
ずは自分に非がないかを考えてみる。
が集まって来て、誰が呼んだかレス
今回アナタは大学の時に恐喝と暴行を
キュー隊も到着、そして無事救出！
受けたとある。友達でも恐喝、暴行を
そして隊員に聞かれました。この子
ふるう奴らを放置していると、もっと
過激な事件を起こしかねない。彼らの
ためにも、自分の将来のためにも、因
縁つけてこようが何されようが、その
行動が正解だと思う。まわりの目なん

犬の引き取り人は誰ですか？ 誰もいま
せん…。当然、子犬の行き先は保健所。
結果、ここで死ぬか、保健所で殺され
るか。助けようが助けまいが、この

これから先、問題に直面
するたびに逃げるのか？
が必要だと思う。
アナタは何をしたいのか？ 全部放棄
して逃げる？ 彼女を守ることも放棄す
電話も一時間以上切らしてくれな

るのか？

http://ameblo.jp/jpboutique/
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冗談であれ、本気であれ、人の彼女
にそんなことを言う先輩やろ！ ちゃん
と向き合って話しろ！ それでは彼女が
かわいそうだと思うよ。そんなウジウ
ジやってたら彼女の方から愛想つかさ

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。

!!

更新中 !! 上野真幸の
BLOG DESTINY

!!
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4 月 4 日（ 水 ）
、神奈
川県の横浜アリーナにて、
亀田興毅選手、亀田大毅
選手の試合が開催されま
す。もちろん僕らも応援
に行きます。
そして今回もジャンク
ションプロデュース泉
南はブース出展をしま
す !! ジャンクションプロ
デュースの商品はもちろ
ん、会場でしか手に入ら
ない亀田家コラボ商品も
たくさん販売いたします
ので、ドンドン来てやっ
てください !!
当日、会場でお会いし
ましょう !!
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