悩める自分を誇りに思いたい。
とことん悩んで悩み抜いて、
そこに活路を見出したときにこそ
またひとつ大きくなることができる。
人生の地獄をさまよい、自力で登って
這い上がってきたからこそ、言えること。
最強の成り上がりをポリシーに生きる、
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

「オーラを感じない」と言って、仲間が離れていく。
にのってしばらくすると、みんな辞め
ていきます。

きに突き進めたはず。
まわりの声なんかはただの雑音程度
に思えばエエ。家にいても、
うるさかっ
たら窓を閉めたり雨戸を閉めたりする
でしょう。それ以上の対応はいらない、

経営者はまず自分に自信を持て！ ア
ナタは経営者。小さかろうが大きかろ
うが関係ない。４年前、自分で立ち上

悩んでいるヒマなんてない。
オーラってなんじゃらホイ
くらいの気持ちでいい。

「おまえにはオーラを感じないから」
なんて言われたこともあります。オー
ラ…？ オーラって何なんですか？なん
だか今、すごく人間不信です。どうす
れば、
人が離れていかなくなるんでしょ
うか。それとも最初から信じない方が
いいんでしょうか？
（千葉県／香川敏之
歳）
げた城やろう！ 初心に戻ってよく考え
てや。初めの頃は何を言われても前向

そして謝る時も勇気と根性！ 悪かっ
たことは悪かったことで精一杯行動で
示せばいい。
死亡事故を起こしてしまっ
たことは人生最大級の失敗です。免許

る。そんな時にすごく良い案がポーン
と出てきたりするんです。
嫌なことや悩みごとはできるだけ早
く解決する、逃げるのは絶対にダメ！
何事もあきらめず自分で解決に向かっ
て行く勇気と根性が必要！

踏ん張りもしてみてください。オーラ
が訪れているじゃないですか！
なんて感じる人は感じるし、感じない
新しい命が誕生する、それ以上の幸
人は感じない。そんなもの普通はわか
せはありません。どれだけ不運が訪れ
らない。オーラを気にして生きるより、 ようとも、新しい生命の誕生ほどすば
しっかり仕事をがんばって、経営を持
らしいことはない。
続して下さい。応援しています！
僕もいろいろな悩みや不運なことが
（上野）
続いたり、不慮の事件に巻き込まれた
りと、頭が痛いことが続きました。で
もうすぐ子どもが
もそのたびに思うことが一つあるので
生まれる予定ですが、
すが、どんなに悩んでも悪い悩みは解
未来が真っ暗。
決方行には向かないと言うこと。
不運なことを並べても悩みが増すだ
け。でも楽しいことや幸せなことや、
将来の希望に満ちあふれた考えごとは
良い案がポンポン出てきて、幸せな気
分になってくるし、楽しさも増してく
ウチのダンナは教習所の教官だった
んですが、先日、おじいさんが運転し
たクルマと事故を起こし、死亡させて
しまいました。当然職場はクビ、免許
も二種をいろいろ持ってたんですが取
り消し。これからどうやって暮らして
いったらいいのか途方に暮れてます。
実は半年前に家を買ったばかりで、
これからローンを払っていかなくては
いけない。８月には子どもも生まれま
す…。ダンナの実家は宮城県で家が津
波で崩壊、私の親は入院中で、頼るわ
けにもいかず…。未来が真っ暗です。
私たちは今後どうしたらいいんで
しょうか？ （茨城県／真理子 歳）

未来が真っ暗だったら、明かりを灯
そうとする気持ちが大切！

一般的なこと。そう言った当たり前の

されるという常識的処罰を受けるのも

を取り消されたりという法律的処理を
受けるのも当然。職種によればクビに

それなりの対応でエエ。
まわりが「おまえにはオーラを感じ
ないから」と言ってきたら、
「ならお
まえのオーラはなんぼんのもんじゃ
い！ おまえごときに何でそんなこと言
われなあかんねん」と返すんじゃなく
て、
「オーラってなんじゃらホイ？」く
らいの気持ちでエエねん！ まわりの人
のために飲食店を経営してるんちゃう
でしょ。すべては、自分のため、そし
て家族のためでしょう！
オーラがどうたらこうたらで、いち
いち気にしすぎ！ そんなヒマないん

結果をくだされたわけですよ。
大事なのは、自分自身が亡くなられ
た家族の方々にどれだけ謝ることがで
きるか。どれだけ謝罪の気持ちを理解
してもらえるか。
そうすれば相手の方も、許してくれ
ることはなくても謝罪の気持ちを理解
してくれる。
そうなるまでどれだけ真っ
直ぐな気持ちでいけるか。
自分が起こしたことは自分で解決す
る。家族はそれをしっかりサポートす
る。そんな助け合いで人間ちゅうもん
は成立してると思うんですよね。
まずはお腹の赤ちゃん！ 新生児誕生
はすごく楽しみ。みんなが幸せな気分
になれるはずです。
アナタもちゃんと準備をしてしっか
りした気持ちで母親になる！ 生まれて
くる子どもに胸を張れる母親になる！
そして同時にダンナさんも父親にな
る！ 子どもに胸を張れる父親になる！
そんな気持ちをしっかり持って、何
事にも立ち向かっていってください。
人間は、気持ちなんです！
（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。自分は、小さ
いですが飲食店をやっています。４年
目です。
３年目くらいまでは順調にいっ
てたんですが、ここ最近業績が伸び悩
み、３人いた従業員が２人辞めてしま
いました。
自分、いつもまわりの人間が離れて
いってしまうんです。高校のときの部
活や、その後にやったバンドもそうい
うパターン。リーダー的に自分が中心
になって始めるんですが、それが軌道

ちゃうの？ 最近、売上があまり伸びな
連絡、
相談。しっかりとした気持を持っ
いんでしょ？ どうしたら売上が上が
て、これだけのことをする。そして前
るか、売上に限界があるならば経費等
向きな姿勢を持つ。
支払いに関することを徹底して見直す、
３人いた従業員が２人やめてしまっ
そういったことを最優先していかなあ
た…じゃないよ！ ちゃんと１人、アナ
かん！
タのために残ってくれたんだから、ま
経営してたらへこんでるヒマなんか
ずはその残ってくれた１人といろいろ
ないよ。常に前向き！ 前進あるのみ！
話し合い、助け合い、仕事に取り組ん
でいく。人を信じれば相手も信じてく
へこんでいたら、より最悪な方に気持
れる。自分が信用しなければ、誰も信
ちが行ってしまうもんやで。
それと、みんな俺から離れて行く、 用してくれないと思う。
僕は人を信用する勇気を持てと、昔
人間不信…とありますが、どれだけ自
から親父に教えられてきました。そん
己中やねん
な親父も人を信用して最悪なことに
なったり、だまされたりしてきました。
それでも人を信用する勇気を持てと、
僕に言い続けています。そんな親父に
困ったことが起こると、大勢の友人た
ちが助けに来てくれます。銭金の関係
じゃない、
友情ってやつなんでしょうね。
そんな親父を僕はカッコ悪いとは思
いません。逆にあまりかっこええとも
思いませんが…。でも何となく憧れま
す。友達がただ多いだけじゃなくて、
ここぞって時に頼りになる友を持つ、
従業員を持つ。それ以上のことはきっ
とないですよね。
何でも自分以外のせいにしてダメだ
ダメだと思うのではなく、まずは自分
に超〜厳しく心がけ、親しき仲にも礼
儀ありの精神で、もう一踏ん張りも二
何事も始めた頃は人が寄ってくる。
それは、初めの頃は一生懸命になれる
けど、その後の持続が出来ていないと
いうこと。人が離れていくのではなく
て、あなた自身が人を離していってる
ということ、まずはそこに気付かない
とあかん。
何事もまわりや人のせいにして、自
分はなんも悪くない、勝手に人が離れ
ていく、人間不信や〜、という自分に
甘々な考えはダメ。
まずは自分に何か原因はないか、自
分に非はないかと思う気持ちを持つ。
まわりの人たちはアナタを信用して未
来の夢に向かって集まった。でもこん
なはずじゃなかった…という始末では
ないですか？
何 事 も、 ほ う・ れ ん・ そ う。 報 告、

新しい命の誕生、
それ以上の幸せはない。
しっかり胸を張れる
父親と母親になれ
確かに相談を読んでいると不運続き

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 日生まれの 37 歳。
常に攻めの姿勢をくずさず、前を見続けて走り
続ける。人を愛し、家族を愛し、仲間を愛する
男。座右の銘は「親しき仲にも礼儀あり」
。
■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 !!
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7 月 2 日（月）
、名古屋にて
上野真幸プロデュース「CLUB
AVENTA」
と「Girls café DOLL」
という飲食店をオープンするこ
とになりました！
オーナー兼プロデューサーと
いうことで、週末は僕もお店に
顔を出しております。癒しの空
間をコンセプトに、高級感に満
ちた空間です。キャンギャル顔
負けのキャストに癒されたって
下さい。
みなさん、名古屋に来たとき
にはぜひお立ち寄りを！
● CLUB AVENTA
名古屋市中区錦 3 丁目
14 － 9 アロン錦・C 5F
● Girls café DOLL
名古屋市中区錦 3 丁目
14 － 6 レインボー錦ビル 8F
問い合わせ
TEL.052・962・2900

上野真幸 Masayuki Ueno
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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かもしれません。でも人生最大の幸せ

更新中 !! 上野真幸の
BLOG DESTINY
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Vol .6
今月の
上野 VOICE

