人間、悩んだ分だけ強くなれる。
悩み抜いた末に越えた、
その壁の向こう側にこそ活路が開ける。
自らが人生の底辺をさまよい、
全力でそこから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。
我が成り上がり人生、まだまだ続行中。
人間・上野真幸の人生相談劇場、第五回。

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

よ～、アハハハハハ 」
と笑われ、まわりのもそいつに同調し
て僕のことをいっせいに笑いました。
突然のことでうまく説明できなかっ
たというか、言い返せずにいたら、

中古車店開業。でもみんなにバカにされ、笑われた。
僕は中古車店に約 年勤め、この春
から独立して自分の店を開きました。
といっても小さく、クルマ３～４台と
プレハブだけの店ですが。将来は高級
セダン中心の店、それが夢です。
で、昨夜、高校の同窓会があり、そ
れに行ってきました。そこでお互いの
仕事の話になって、ある奴に、
「オマエ、まだそんな仕事してんのか

くる。人間ちゅうもんはそんなモンや
で。そんなエエ加減なまわりの人たち
を見返すために仕事してるんか？ 笑わ
れただけで殴ろうと思ってしまうくら
い軽い気持ちで仕事してるんか？
まだまだ夢の途中やろ？ 夢を持ち、
夢に向かって走って行く。その途中な
のに、笑われたくらいで人を殴ったら
アカン。傷害事件になって、これから
先仕事がやりにくくなるよ。将来、社
員を雇うようにもなるでしょう。そう
なったときにも、まわりからバカにさ
れたらいちいち殴るんか？ 社員を背負
うということは、その家族も背負うと
いうこと。
笑われたら一緒に笑ったれい！
「そうや、俺まだこんな仕事してん
ねん ギャッハッハ～！ こんな仕事
じゃ月いくらにもならんわな～～、ワ
～ッハッハ！ でもな～、俺にも夢っ
ちゅうもんがあってな、
その夢に向かっ
てがんばってるんや！ こんな俺でも応
援してくれる人や心配してくれる家族
がいるから、あんまり笑わんといてな
～、デカくなったとき相手にしてやら
んぞ～ 」
このくらい言ってやったらエエや
ん！ でも言い過ぎには注意。あんまり
デカいこと言うたら今度は引くに引け
やんからね。
上野さんだったらこんなときどうし
ますか？ とあるが、それぐらいのこと

「その仕事で、月いくらになるんだよ
～ 」
と言われ、立て続けに笑われました。
なんかめっちゃ悔しくて、帰りのク

は日常茶飯事。今でもバカにされるこ
となんてたくさんあるよ。 歳近いの
に改造車なんか乗って恥ずかしくない
の～？ みたいな感じでね。でも僕らは
これで生活している。プライドだって
あるし、誇りだってある。稼いでいる
という実績もある。そして何より、そ
んな僕を信頼して働いてくれている従
業員がいる。どれだけバカにされよう
と、僕には守るものがある。
僕の店も、オープン当初はプレハブ
でした。大人３人が入るともうギュウ

上野真幸 Masayuki Ueno
根本がおかしいんちゃう？ 物事のと
らえ方が社会人とは思えない。おまけ
に同じ職場の女性。ましてや人を使う
立場。言ってみれば部下みたいなもん

笑われてバカにされたくらいでくじ
けるなよ。社長やろ、しっかりしろ
夢がデカけりゃデカいほど、まわり

はバカにしてくる。でも夢を現実に近
づければ近づけるほど、まわりはうら
やましがるどころか、今度は近寄って

でしょ？ そんな人間に手を出して、妊
娠させて、
「遊びでした」なんて気持ち
で一方的にさよなら？ そりゃ～人望も
なくなる。
そもそも 代後半にもなって自分の
欲望むき出しで恥ずかしくないか？ 避
妊は大人のエチケットですよ
人間ちゅうもんは人と人が男女問わ
ず、持ちつ持たれつの関係で情ちゅう
もんが生まれるんや。
それが友情であっ
たり愛情であったりして人間関係が出
来てくる。またその逆で、無関心、敵
意で人間関係がくずれる。そういった
感情を押したり引いたりして、良い方
の感情を築こうとしていくのが人間
ちゅうもんやろ！
遊びなら遊びとハッキリ言って口説
けばいい！ そうすれば向こうもそのつ
もりになる。そしたら立派な遊びの関
係。そんなん誰も文句言わんで！
一方通行で別れを告げて、心のどこ
かに罪悪感があるから、最近不吉な出
来事が起きているなんて思うようにな
るんちゃうかな？ 会社の成績も立場の
降格も、すべて彼女のせいにしたがる
アナタの性格が僕は気に入らんね！
植木鉢が落ちてきたなら落ちないよ
うな環境を作ることを考えればいい。
一方で、営業車のブレーキが利かなく
なったということは会社にとって大問

ということではないか？ 部下に対し
ての思いやり、会社に対しての忠誠心
がそこまでのレベルやったんちゃうか
な？
係長に降格したんやったら、これが
上を目指せるチャンスくらいの気持ち
でがんばって欲しい。課長まで行った
実績と気持ちがあったんやから、その
時の気持ちで周りに気を配って、筋の
通ったバチッとした部長・役員クラス
になれるようがんばって下さい！
あなたに必要なのはきっと「親しき
仲にも礼儀あり」
。僕の座右の銘！
常に自分に厳しく、まわりに優しく、
という気持を持つこと。そうすればま
わりの人たちもついてきてくれるし、
応援してくれるようになるんじゃない
かと思いますよ
（上野）

題だと思うよ。アナタも課長や係長と
いう長が付く立場なんやから、そんな
ことが起こらんよう先陣切って行かん
といけない。
そんなんだから課長止まりちゃうか
な？ アナタが出世頭だったのは課長ク
ラスまでで、それ以上の器がなかった

そんなことは日常茶飯事や。
笑われたら一緒に
笑ったれい

ルマの中で、一人で泣きました。もう
悔しくて悔しくてしょうがないです！
その場であいつを殴った方がよかっ
たのか。あの時とっさに何て言えば、
みんなをわからせることができたのか。
今からでもあいつのところに行って、
殴った方がいいのか？ それともガマン
して放っておく方がいいのか？
上野さんだったら、こんなときどう
しますか？
（福岡県／ＴＫＳ）

会で笑われたくらい、そんなに腹立つ
ことと違うと思うよ。
どんな困難があっ
ても受け入れ、そしてそれを跳ね返す
根性が必要！
しっかり自分の夢を持って、一歩一
歩夢に向かって歩んでいって下さい。
応援してまっせ～～
（上野）

付き合っていた子と
別れて以来、
変な事件が連続。

!!
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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。全力で働き、
全力で遊ぶ、
1974 年生まれの 37 歳。座右の銘は「親しき仲にも礼儀あり」
。常
に家族を愛し、仲間を愛する熱い男である。
■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

●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。

!!

読者の皆様からの相談、質問、
お待ちしています !!

!!

!!

ギュウで、トイレも汲み取り式。土禁
自分、
会社の事務の子と２年付き合っ
にしていましたが、
みんな土足で上がっ
ていたんですけど、
子どもが出来ちゃっ
てくる。挙句の果てには配送業者まで
たんで一方的に別れました。基本的に
が土足で上がってくるような有り様。 遊びで付き合ってたんで。
でも「こんな店だから、こんな場所だ
それ以来、会社の裏でたばこを吸っ
から」と、僕自身があきらめたら絶対
てたら上から鉢植えが落ちてきたり、
にアカンねん。
営業車のブレーキが利かなくなって
見た目が汚くても掃除はしっかりす
ガードレールにぶつけて止めたりと、
る！ 仕事もしっかりする！ 外装がど
危険な事件が続いてます。これはどう
れだけ汚かろうがキレイだろうが、中
考えても偶然じゃないと思ってます。
身がしっかりしていないとダメ。
その女に問いただしてみても、
「そん
商売していたらぶち当たる壁がたく
なこと知らない」の一点張り。最近は、
さんある。
そのたびにケンカしたり殴っ
会社の中でもみんなが冷たくなってき
たりもできない。逃げてもいられない。 ました。極めつけは、この４月に課長
中身がしっかりしてさえいれば、ちゃ
から係長に格下げに。自慢じゃないで
んと対応できる。だから何があっても
すが、俺は同期の中でも出世頭だった
何を言われても、今をしっかりがんば
んです。
る気持ちを持つこと。
女の逆襲か？ 何でこうなるのか？
今もこれからもやらなあかんことだ
これからの人生のためにも、俺はこん
らけやのに、数年に１回しかない同窓
なことで会社を辞めたくはないです。
いい打開策を教えてください。
（神奈川県／英之
歳 会社員）

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。
http://ameblo.jp/jpboutique/
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更新中 !! 上野真幸の
BLOG DESTINY

40

10

ジャンクションプロ
デュースには、ジャンク
ションプロデュースプレ
ミアムというラインが存
在するのですが、こいつ
がまた俺にとって、まさ
に青春 !!
フェンダーなどがワイ
ドになっているキットな
んですが、最近なかなか
お目にかからない…、と
いうことで、ジャンクショ
ンプロデュースブティッ
ク泉南で、プレミアムを
何台か作っちゃいます !!
もちろん出来上がった
ら、店舗や各種イベント
に も 現 れ る と 思 う の で、
みなさんお楽しみに !!
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代後半にもなって、
自分の欲望むき出しで、
恥ずかしくないか？
20
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今月の
上野 VOICE

