暗闇に落ちて、落ち込んで、ひたすら悩みぬく。
そんな中で、必死に上を向いて活路を見いだす。
そうやってもがいてこそ、人間、大きくなれる。
冷めた生き方や、あきらめた生き方なんて必要なし。
攻撃的に、前のめりに走ってこそ、人生おもしろい。
真っ暗闇だろうが何だろうが、ひたすら前に突き進め。
人間、上野真幸の突撃人生相談劇場、今月もスタート！

て、ホンマアッという間に過ぎて

た。告知です！！

さて、いよいよ近づいてきまし

メーカーコロシアムにて、WBA

12 月 4 日（火）
、大阪・ボディ

世界バンタム級王座統一戦「WBA

世界バンタム級王者 亀田興毅（亀

田）× WBA 世界バンタム級暫定

王者 ウーゴ・ルイス（メキシコ）
」

が行われます！ 今回もジャンク

ションプロデュースブティック泉

（上野）

南がグッズ類を物販いたします !!

みなさん、応援ついでにいらして

ください！ よろしく !!

遊びの人が欲しいのか家族が欲しい
のか、どちらかはっきりすべきやで。
離婚の回数は関係ないし養育費を払
うのも当然。ここぞという時、男ちゅ
うもんは社会が決めたルール以上の、
筋ちゅうもんを通さないとアカンよ！
どっちが離婚の原因かはわかりませ
んが、あなたの子どもが今存在してい
るというのは事実。一緒に住んでいよう
が住んでなかろうが、養育費を払うの
は当たり前のこと。それ以上のことを
してあげないとアカンのちゃうかな？

足長おじさんやないけど、最低でも
子どもの誕生日にはプレゼント贈るみ
たいなサプライズがあってもいいん
じゃないか？ どこまでのことをやって
いるのかはわかりませんが、別れたら
終わり、離れたら終わりみたいな感覚
は、あまり良くないと思いますね。今
は一緒に暮らしていなくても、あなた
の子どもなんだから。出来る限り、出
来るだけの愛情を注ぐべき。
まずはそういったところから整理し
て、今自分自身に必要なのは愛情なの

上野真幸 Masayuki Ueno

ジャンクションプロデュースブティック 泉南代表

の

て下さいよ

目標を持って期限を
決めて、全力投球でいく。
その結果をもとに将来を
切り開くのは自分自身。

●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。

!!

いろな出会いもあるし、いろいろな人
もいてるし、いろいろなところに恋愛
のチャンスはある。何事も一生懸命に
取り組むこと、そして何事も努力！
一生懸命がんばってがんばって努力
している方が、何もしないより可能性
はある。何事も懸命に取り組む姿勢や
気持ちが大切ではないかと、僕は思い
ます。
恋愛も結婚も仕事も直球勝負が一番
やで！ 恋愛も仕事もバシッと決めたっ

自分に必要なのは遊び相手なのか家族なのか。
大事なのは、幸せな家庭を築いていくこと。

う〜、
早い、
早すぎる〜〜〜！ 1年っ

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。働く時は本気で働き、遊ぶ時も本気で遊ぶ 38 歳。何
事にも真っ向勝負の全力投球。今月も、全国を飛び回る超多忙
な日々の中、愛する家族へのいたわりは忘れない。
■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 !!

上野真幸

すか？ 今年も残すところ 1 か月。

親や友達からは「世の中なめてる」
自分のやり方に強い気持ちを持って、 どんな仕事に就きたいか、またその職
「逃げてるだけ」
「まともに就職すらで
自分流をつらぬき通せばエエねん。卒
種でどれだけ一生懸命にできて、どれ
きない」と言われてます。上野さん、 業後もバイトで就職探しをするんやっ
だけ会社や社会に貢献できるか。
どっちが正しいのでしょうか。
たら、とことんやったたらエエ。
そこまで考えて一生懸命努力すれば、
（宮城県／忠男 歳）
何事も経験。アナタの「当てずっぽ
おのずとまわりは認めてくれるやろう
ね。一生懸命取り組んで、良い結果さ
え出せば誰も何も言わないよ。認めて
もらおうとするより認めさせる！ その
気持ちが大切。
でもまずは、そんなこと気にせず自
分が決めたこと、目標に向かって自分
がどれだけ達成できるか、やりきるか。
だからどっちが正しいかどっちが間違
えてるかは、結果になって帰ってくる
と思う。でもその結果にビビってたら
何にもでけへんから、まずは目標を持
つ。そして期限を決める！
そうやってメリハリを付けて、自分
が決めたことに対して全力投球でやっ
てみる。その結果をもとに将来を切り
開いていくのは、最終的には自分自身
です。
とにかく今は、やり切ることが大切
だと思います！
（上野）

相手にベラベラ話すんじゃなくて、行
動で示すということ。行動に匹敵する
説得の方法はない。すべては行動ある

更新中 !! 上野真幸の BLOG DESTINY
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それまでは結構彼女が出来る率は 高
２回目の離婚以来パタッと
かったんですけど。仕事もマジメに
彼女が出来なくなった。
仕事もマジメにやってるし、 やってるし、何がいけないのか？
いいかげんまた相手を見つけて結婚
何がいけないのか？
したいです。良きアドバイスをお願い
します。
（新潟県／洋司 歳）
自分、整備工の 歳なんですが、２
年前、２回目の離婚をしまして、以来、
子どもの養育費も払ってます。
それはいいのですが、２回目の離婚
の後パタッと彼女ができなくなりまし
た。見合いのようなことをしてもサッ
パリです。見向きもされない感じ。

一気に寒くなってきました！

当てずっぽうで就職して
すぐやめるくらいなら、
バイトで実際に体験して
納得した仕事に就きたい。

いきますね。

三流大学だろうが一流大学だろう
うで就職してすぐやめるくらいなら、
はじめまして。僕は地方三流大の学
が、大学は大学や。自分が通っている
バイトで実際に体験して、納得した仕
生です。自分の将来をどう決めたらい
学校を三流大学って見下すのは良くな
事に進んだ方がいいんじゃないか」と
いかわからなくてメールしました。
い。一流だろうが二流だろうが三流だ
いう意見、僕はすごく共感しました。
僕は高校の頃から、将来の仕事探し
ろうが、そんなんもんは世の中の誰か
とてもいいことだと思いますよ。
も兼ねていろいろなバイトをしてきま
が決めたこと。ハッキリ言ってどうで
ただここで一発気合入れやなあかん
した。ただ、自分に合っていると思え
も良いことやで。だって自分だけの学
のは、
まわりから「世の中なめてる」
「逃
る仕事がいまだに見つからなくて、も
校じゃないんやから。あなたの他にも
げてるだけ」
「まともに就職すらでき
うすぐ卒業なんですが、卒業後もバイ
たくさんの人がその大学に通っている
ない」という意見が出てるということ。
トで職業探しをするつもりです。
んやから。その中には胸を張って入学
そう思わせているあまい自分がいると
当てずっぽうで就職してすぐやめる
した人もいるんやからね。
いうこと。
くらいなら、バイトで実際に体験して、
いずれにせよ大学に通えている環境
それは、目標を決めずに自分のわが
納得した仕事に進んだ方がいいんじゃ
があることにまず感謝しなアカンよ。
ままでダラダラしてるからじゃない
ないかと。
アナタは、胸を張って、まずは強い
か
？ まわりにそう見えるということは、
気持ちを持つことからや。今、何をせ
やっぽり自分にあまいところがあるか
なアカンか。目標を持ち、自分に強い
らちゃうか？
気持ちを持つ！ そうすれば何事にもめ
自分がやりたいことをやりたいよう
にするということは、かなりの説得材
げずに突き進むことが出来る。
バイトやいうても立派な仕事やし、 料がいると思う。僕が言う説得とは、

いろんな仕事をして、いろんな人と出
会って、そこでうれしいことや腹が立
つこと、その場面場面でいろいろ経験

まずは自分の考えがブレることなく

のみや！

127

してるってことやん。今現状で自分に
合った仕事に出会えなかっただけ。

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、家族なのか、ちゃんと目標を決め
た方がエエんとちゃうかな？「なんで
もエエわぁ」は良くない。結婚前提の
お付き合いを望んでいるのか、彼女と
してのお付き合いを望んでんでいるの
かをはっきりすべき！
結果を急ぎすぎるのもダメ。先を急
がず焦らず、じっくりお付き合いをし
たらエエ。急いだって損はあっても得
はないと思うし、相手にも不快感を与
えるかもやしな。
結婚は、まさに運命そのものと思う
ねん。このクソ広い地球上で２人が出
会い、お互いの気持ちが一致して初め
て恋愛が始まる。でもそこまでいって
も結婚まで行けるかどうかわからん。
結婚ってもんは、ホンマにタイミング
とフィーリングだから。
でも本当に大事なのは結婚後。愛情
いっぱいの幸せな家庭を築けるかどう
か。結婚後の方が難しいやろうね。お
互いが老いてもなお仲良く出来る人生
のパートナー。生涯を共にする人。
そりゃ〜結婚してみて、初めてわか
ることもいっぱいあるだろうし、嫌な
こともあるやろう。そんなんもひっく
るめて結婚なんやから、もっともっと
結婚ちゅうもんを重く受け止めて、慎
重に考えるべき！
僕が思うに、出会いは突然。恋愛は
偶然。結婚は運命やと思うねん。いろ

みなさん体調管理は出来ていま
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