ひたすら悩んで悩んで悩み抜いて
暗闇の中に一筋の光を見つけ出したときにこそ
人はまた強くなり、一歩前へと踏み出せる。
人生のどん底を一人さまよい、自力で
一歩一歩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。
成り上がりの人生こそ、刺激的でおもしろい。
人間、上野真幸の人生相談劇場、今月も全開

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

ボディ一周、深い傷を付けられた。
このくやしい気持ち、どう整理すればいいのか。
ロ組んでいるから目立つとは思います
が、人が大切にしている愛車を傷付け
るなんて許せないです。イタズラにし
ては度が過ぎている 同じ場所に張り
込んで犯人を見つけ、ボコボコにして
やろうか？
上野さん、こういう場合、どんなふ
うに自分の気持ちに整理を付ければい
いのでしょうか？ （三重県／Ｒ・Ｎ）

てるのに自分の立場がまだ彼女って…、
そりゃ不安でしょ。
甘い。人生ちゅうもんをなめ切っと
る。アナタも、自分の子どもじゃない
んじゃないかとハッキリ言えないんで
しょ？ だったらこの先どうあれ男とし
てシャキッと対応してやれ！ 能書きた
れんのは後回しや！ 男として彼女のた
めにバシッとやることやってからや！
結婚とは何か？ これから一生何が
あっても夫婦共に助け合い、理解し
あって生きて行くんということなんや

コソするのは最低ですよ。
趣味の物というのは人それぞれ。ク
ルマ好きは愛車のために給料ほぼ全額
突っ込んで手塩にかけて作り上げてい
く。そんな愛車を傷付けられるのは何
よりも腹が立つ。

●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。

呼んでいるのはどういうことか？ いろ
で。万が一、奥さんの身に何かが起き
結婚するつもりの
いろ事情があるのかもしれんが、妊娠
てもや。それが結婚ちゅうもんや！
彼女は妊娠中。
の前に、彼女からお嫁さんにチェンジ
アナタも大人としてのしっかりした
でもお腹の子は
させやなアカンやろ！ 彼女の親御さん
気持ちを持つこと。嫁に迎える、そし
自分の子じゃない…？
に会って許しをもらうためのあいさつ
て親になるという自覚を持った上で、
もや！
自分が不安に思っていることを本人に
自分、妊娠４か月の彼女がいて、結
世の中のだいたいの男ちゅうもんは、 直接に聞いてみれば、アナタの真剣さ
婚するつもりでいました。ところが１
も伝り、本当の話が出てくると思う。
週間くらい前、その彼女の友達から、 彼女の親御さんにあいさつするために
緊張したり、一生懸命女のために努力
その話を受け入れるか受け入れない
彼女は最近まで二股かけていた、とい
すんねん！ アナタはあいさつごとき出
かはアナタ次第。だからこそしっかり
う話を聞いたんです。
来んような人なのか？ そんな中途半
彼女を嫁さんにすると言う気持ちを
それ以来、お腹の中の子は自分の子
端で自分ごとばっかり言っているよう
持って話してみてください。
じゃないんじゃないか、と不安でたま
じゃ話にならんよ。あと半年で子ども
最後に、僕やったら…。
らなくなっています。結婚して、人の
も生まれて来るんやで！
今の段階では、誰の子どもどうのこ
子を育てるのなんかごめんです。上野
彼女の方も親にも相談できずに悩ん
うのはどうでもいい。好きな女を全力
さんならどうしますか？
で幸せにするという気持ちを持って、
（愛知県／虎ノ介 歳） でるちゃうんかな？ 子どもまで出来
何事にも負けない気力でぶつかる！ 生
まれてくる子どもには何の罪もないの
だから。
アナタがお父さんになるまで一つ
テーマを託そう。自分に厳しく人に優
しく。まさにコレしかないな！
（上野）

人の物を痛めつける行為、人が大切
たしい思いをする。そのイタズラの対
にしている物とわかっていてする行為、 策として車両保険に入る。なんとも悲
コソコソ隠れて人のものを傷付ける行
しいことですよね。
為。困ったもんです、マジで。
クルマも、ただ見て「派手やな～」
僕も、クルマを傷付けられたことは 「かっこええなぁ～」
「スゴいな～」と
何度か経験があります。その度に腹立
素直に思えば良いと思う。隠れてコソ

悪いことをすれば必ず自分に帰ってくる。
いいことをすれば自分が幸せになれる。

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。ク
ルマを愛し、仕事を愛し、そして仕事仲間と家
族を愛する 38 歳。仕事も遊びも思いっきり攻
撃的に。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 !!

僕は セルシオに乗っているのです
が、この間、ショッピングモールの駐
車場で思いっきり傷を付けられました。
ボディ一周スジになってる、深い傷で
す。すごい力で擦ったみたいで、場所
によっては２～３㎜くらいへこんでま
す。夕方～夜、買い物をしている２時
間くらいの間にやられました。
車高落として、アルミ入れて、エア

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/

自分が彼女に対して
ちゃんと接しているか。
好きな女を全力で幸せに
する気持ちがあるか。

僕はこの前、携帯電話をなくしてし
カッコよく仕様変更してください」と
まいました。無事に出てきましたが、 いう要望。これもみんな同じ。
なくした場所から ㎞以上も離れた場
クルマが大好きで乗っている。その
所で見つかりました。携帯自体の損傷
大切にしている愛車を傷付けられるの
はなかったのですが、写真や登録の電
は本当に悲しい。でもなぜかみんな前
話番号等、いろいろいじっていたみた
向きに考えている。考えてみると答え
いです。人の携帯の中身を見るその時
は簡単。自分の愛車が大好きだから。
の心理と人のクルマに傷を付ける心理、
イタズラをする人の理由は様々だと
僕は同じような気がします。
思う。イライラしてたから。自分もこ
出張が多い僕は、よく落とし物に出
んなクルマに乗りたいのに乗れないか
会います。この前は新幹線のトイレで
ら。自分のクルマよりもかっこいいか
携帯電話と財布が棚の上に置いてある
ら。でも、そんな理由でイタズラした
のに出くわしました。中身を見たりす
らアカンことくらい考えようや！ 例
るのは警察の仕事で、僕たちは落とし
えクルマが趣味じゃなくても、自分が
物をただ届けるということ。これだけ
大事にしているものをなくされたり傷
のことだけなんですがね。
付けられたりする気持ちはわかるはず。
イタズラした人を探してボコボコに
クルマ好きだったら、なおさらその気
して解決になるんかな？ ホンマに気
持ちはわかると思う。
僕は、悪いことをすれば、それは必
持ちは晴れるんかな？ やった相手か
ず自分に返ってくると思っています。
ら「すみませんでした」という言葉を
一万回いいことをすれば必ず１回幸せ
が訪れるとも。
イタズラされたら、人間腹が立つの
は当たり前。イタズラされないように
するにはどうしたらエエんか考えてみ
るのも、それを事前に防ぐ一つの方法
かな。ちなみに僕はクルマを駐車場に
停める時、お店の入口から一番離れた
場所に停めるようにしてます。入り口
までかなり歩くけど。そんなおもろい
努力も、ドレスアップの一部ですね！
（上野）
ハンパなこと言ってんじゃない。 誰
の子どもだと言う前に、まずは彼女を
しっかり信用してやれ！
二股の噂話を聞いて不安になってい
るのは自分だけだろ？ 人というものは
自分に甘い生き物。何でも自分重視。
二股かけられているかも。俺の子ど
もじゃないかも。人の子なんか育てる
のはごめん。全部自分ごとやな！
まずは自分が彼女に対してちゃんと
接していているかを考えろ！
まず、妊娠４ヵ月というのに彼女と

更新中 !! 上野真幸の
BLOG DESTINY

!!

!!
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聞いてスッキリしますか？ 僕だったら、
クルマが修理されて帰ってきて初めて
気持ちが晴れると思う。
僕みたいな仕事をしていると、月に
数台イタズラで傷付けられたクルマが
舞い込んできます。同じようにボディ
一周傷付けられたり、剥離剤（塗装を
落とす溶剤）をかけられたり。内容は
様々ですが、オーナーの悔しい気持ち
はみんな同じ。
「やられました…。
」怒
りと悲しさと悔しさ。そして「元通り
にしてください。
」さらに「前よりも

●ジャンクションプロ
デュースブティック泉南
TEL.072-476-6300
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8 月 5 日（日）
、大阪府
の泉大津フェニックスに
て行われる「ジャンクショ
ンプロデュース杯 VIP 祭
2012」に、ビー・バップ・
ハイスクールで活躍した、
初代菊リンが登場！ 当時
と変わらない風貌で会場
を練り歩きます !! 当日は
ブティック泉南ブースに
てオフィシャルグッズの
販売も行いますので、ぜ
ひぜひお越しください !!
（菊リンの登場時刻等の質
問にはお答えかねます）
会場：泉大津フェニック
スイベント広場（大阪府
泉大津市夕凪町）
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今月の
上野 VOICE

