人は悩む。
悩みに背を向けたら成長はない。
悩んで悩み抜いてこそ、強く大きくなる。
やまない雨はない。
明けない夜はない。
未来の明るい光へ前進。
嵐の海に船を出せ。
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
1974 年 7 月 17 日生まれの 38 歳。有限会社ジャ
ンクションプロデュースブティック
（JUNCTION
PRIDUCE BOUTIQUE 泉南）代表取締役。夏の
終了とともに趣味の船に乗る機会も一段落だが、
相変らず超多忙な日々を送る。本誌創刊 200 号
ということで、今回も気合十分。
■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

私はブラジル人で、中学校２年生の
時に来日し、５年ほど日本に住んでい
ます。 歳の時、ブラジルでは見たこ
とがないクラウンに一目惚れしました。
その時にクラウンに乗るって決め、
それをＶＩＰカーに仕上げるのが、私
の夢。でも、実際お金がかかります。
しかもこれから日本の自動車大学で勉
強し、その後ブラジルに帰ります。
学校は１年で終わるので、日本にい

クルマ屋さんに向かいました。そした

られる期間はすごく短い。クルマを買
うとなると中古でも軽く 万円超える。
それに車高調、ホイール、エアロなど
で１００万はいっちゃいますよね。
そのお金でブラジルにいる家族を助
けられると思うと、すごく迷います。
一度は買おうと決めたものの、自分
。
勝手のようで ･･････
どうしたらいいんでしょうか？
（愛知県／モニカ ユリ 歳）

家族を助けるチャンスと自分の夢、
悩むほどのもんじゃない！ 家族を助
けるのが一番。最愛の家族を助けられ
るチャンスを避ける事はない！ 家族、
人を助ける気持ちはすごくいい事。そ
の気持ちが少しでも薄れる前に実行し
てください！ 後悔はないはずです！
そもそも夢と言うのは何なのか？

でも家族の事もちゃんと考えて全部

まずはそこを追求した方がエエ。アナ
タの言う夢は本当に夢か、夢やったら
何年かかっても叶えたらエエと思う！
まずは夢か欲望かハッキリした方が
エエ！ 自分の欲望ならば我慢！ で
もクラウンのオーナーになりたいとい
う夢やったら何年かかってもエエ！
夢ちゅうもんは叶えるためにある。
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見るだけの夢なら誰でもできる。家族
のせいにするんやったら、やめた方が
エエんとちゃうかな？ 夢ちゅうもん
は我慢して、我慢して、がんばって、
がんばって、努力してやっと叶えられ
るようになる。欲望で先走ると、後に
残るのは後悔だけや。
僕の昔話ですが、まだジャンクショ

やめさせたいなら、
本気で行け
親であれ、なんであれ、
駄目なものはダメ！

きたらどうします？ だから今のまま
心を鬼にして、父親の借金への援助

ではいいとは思えない。

●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 !!

!!

ンプロデュースと出会う前、僕もクラ

ブラジル人の私の夢はＶＩＰカーに乗ること。その
家族を助けるのが一番！ まずは夢なのか
お金があるなら家族を助けられる。夢はあきらめるべき？
欲望なのかをハッキリさせるのがエエ！

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/

はしない！ 生活そのものの援助をし
てあげようと思うなら、あなたの助け
られる範囲内で毎月いくらって決めて
渡す。一生懸命働いて、稼いだお金っ
て、パワーをくれるもの。それは、努
力した証であり、生活を守る安心であ
り、自分へのご褒美に代わるもの。
それが、父親の借金に消えてしまう
なら、張り合いもなくなるわな。変え
たい、変わりたいなら、行動せなアカ
、って思うかも
ン！ 何で俺が ･･････
しれやんけど、あなただから、父親を
動かす事ができると思う。
相手は親や！ 何とかなる！ 本気
でかかっていこう
（上野）

!!

更新中 !! 上野真幸の
BLOG DESTINY
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ウンが大好きで、
絶対にクラウンのオー
らたったの２日で売れてました ･･････
。 自分の夢に使うのではなく、一部を自
分の夢に使うくらいならＯＫ。そした
ナーになるという夢がありました。
その後はもう、ほしいクルマは同じ
ら家族も助けられるし、自分の夢も少
でも当時まだ 歳。その頃クラウン
クルマ！ 全国いろいろ電話かけまく
し叶えられるし、また次の目標を持て
は中古で２００〜３００万円の超高級
りましたが、どれだけ探しても見つか
車！ そう簡単に手に入るものではな
りません。けど、
気持ちはふくらむだけ。 る良いきっかけにもなる。
楽しみは、楽しめる環境があって初
いですが、あきらめたくもなかった。
それからしばらくたち、クルマ屋さ
めて楽しい気持ちになると思う。だか
歳で免許を取得して２年間節約を
んから連絡が。
あのクラウンのオーナー
らブラジルの家族の事が少しでも引っ
して約３００万円貯金。いざ購入の時
が突然出産のためにまとまったお金が
かかるんやったら、しっかり恩返しを
になるといろいろ考え始めるんです。 必要で、委託で戻ってくると。後悔し
すれば自分の気持ちもハッピーになれ
そのままずるずると。迷い迷い続けて
たくなかったので、即答で購入した！
仕方ないと思えば仕方ない！ そん
るし、家族もハッピーになれる。そし
２年くらいたって、クラウンを買うと
どんな事があってもあきらめなけれ
な事はないと思えばそんな事はない！
て残ったハッピーを自分に使う。
いう夢がなくなってました。
ば、その一つに物語があって、なるべ
自分が思った事はちゃんと伝えたら
うれしい事はみんなに配れば、うれ
でもそんなある日、ヤングオートと
くしてなるんやなと思いました。だか
エエ！ 親や言うて甘いのはよくな
しい気持ちは倍になる。ドレスアップ、 い！ 仕方ない事はない、まだまだや
いう雑誌に「次号１３０系クラウンに
ら夢を叶えられる時ってすべての条件
クルマの購入は考えて、悩むからこそ
迫る」的なことが書いてあって、出
がそろって、気持ちよく物事が進む時
れることはある！ あきらめたら終わ
おもしろい！ 自分の夢、現実を考え
るのが楽しみで、その雑誌を見た瞬
やと、僕は思うんです！
り！
て突き進んでください！
（上野）
間、衝撃が走りました。当時は人気車
ちゃんと計画を立てて割り切れると
詳しい事はわかりませんが、アナタ
種の割にはクラウンのエアロがほとん
ころは割り切って自分の夢を少しでも
のお父さんは家族を守るための借金で
どなかった時代に『ジャンクションプ
叶えられるように考えても良いと思うよ。 父親の借金と家族の生活費
もなさそうやし、あなたも自分の助け
ロデュース』というエアロブランドが
例えば今あなたの予算はどのくら で自分の給料がなくなる。
られる範囲内だからという理由で、助
デビュー！ しかも憧れの超高級車ク
い？ 仮に１００万円としましょう。 働いても張り合いがない。
けてるように思います、アナタが本気
ラウン用！ 僕は目が覚めました！
そのうち自分の夢に当てる予算を決め どうすればいいでしょうか？
でやめさせたいなら、本気でかかって
それからクルマ探しの日々。だが、 る。家族の方が大事であれば、６対４
行け
親であれなんであれ駄目なも
自分は一応まじめに働いて会社から
どこを探しても、同じようなグレード
の比率を作って 万円だけ自分の夢に
のはダメ！ もっと何回も言い続けて、
給料をもらっているんですが、父親が
で、特にビビっとこなく、そのままず
使ってみるという考えもあると思う。
本気で伝えたらエエ。
借金ばかり作って、自分の給料はその
るずると１か月、２か月が経過。けど、
車高調、ホイール、エアロのブラン
借金を繰り返すんも、どんなにくだ
借金返済、家族の生活費で飛んでます。 らないことでも理由ちゅうもんがあ
出会いは突然！ １３０系クラウン前
ドはとりあえず我慢。装着済み、ある
期ハードトップやのにベンチシートの
程度でき上がっているクルマを選択。 お金が少し貯まったかなと思ったら、 る！ そこから、解決していかなあか
また父親の借金で消滅、また消滅。家
６人乗り。しかもサンルーフ付き。コ
何色にするか前期にするか後期にする
ん。くだらん理由にしても思ったより
族だからある程度はしょうがない、と
レにはビビっと来た！
かＶ８にするか ･･････
。そんなこんな
深刻な事情があったとしても伝えたい
は思っているんですが、なんだかやり
悩み、悩みぬいた結果購入を決め、 の迷いが楽しいと思う。
事は全力で伝える！
切れない。一度父親に、
「自分の生活
人間ちゅうもんは助け続けると甘え
もあるから困る」と言ったことがある
続けられるねん！ なんぼ親や言って
んですが、ただ黙ってるだけ。先日も、 もアナタの母親も息子のあなたに「都

26
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何 と VIPCAR も 200
回 !! っ て こ と は 200
か月ってこと。約 17 年
かぁ〜。凄い !! 人間
で言うたら 17 歳って
事やもんな。もうすぐ
成 人 や な（ 笑 ）
。月日
は経つのは早いもんで
す！ 僕の息子も来年
小学生です！ ドレス
アップをこよなく愛す
る VIPCAR 読者の皆さ
ん！ 運動会の季節で
す。今まで避けてきま
したが幼稚園最後の運
動会とあって何かの種
目に息子と出なければ
･･････。恥ずかしいけど
がんばります！ 全国
のお父さん！ がんば
りましょう！！

!!

母親が 万円都合して、と言ってきた
合して」って言うのは、とてもとても
のでまた出しました。働いても張り合
辛い事やと思うよ。アナタの自立した
いがない。上野サン、どう思いますか。 生活も大切！ アナタ自身に家庭がで
60

こういうの仕方がないんですかね？
（東京都／孝信 歳）

143

Vol .9
18

今月の
上野 VOICE

