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上野真幸 Masayuki Ueno

女のコの前に出ると
緊張して何もしゃべる
ことができません。
どうすればいいですか？
極度の女性恐怖症です。といって
も、女のコが嫌いなわけではありませ
ん。初対面のコと話をする時など、ど
うやって会話を広げていけばいいのか、
まったくわかりません。モテモテの上
野さん、女のコとスマートに話ができ
る方法を教えて下さい！
（香川県／純一郎
歳）

しょ？ 多少なりとも好意があったり、
カワイイなと思うから、つい無理して
自分の印象を良くしようとする。だか
ら緊張するんです。これは誰にでもあ
ること。恐怖症なんて深刻に考える必
要はナイ。
緊張のあまり妙なことを口走っても
いい。それが人間だし、そんな不器用

修平クンは年齢的に見てもまだまだ若
治す方法なんて
い。嫌だから辞めるのではなく、それを
考える必要ナシ！
チャンスと考えて、もっともっと上を目
ありのままの自分を
指してほしい。田舎が嫌だから行きたく
出せばいい。
ない、なんて自分のワガママが通るほど、
まったく問題ナシ。
世の中甘くないですよ。会社員なら辞令
そのままのアナタで
一枚でどこにでも行かなければならない。
いてください。ファ
社会の常識とはそういうものです。
ミレスやコンビニの
店員じゃあるまいし、誰でもカレでも
愛想を振りまけばいいというものでは
ない（彼らは仕事ですから）と思います。
苦手と言っても正直どうでもいい
と思っている女性には緊張しないで

東京オートサロンが終わったのも束の間、2 月 9
日から始まる大阪オートメッセへの準備に、身も
心も全開の今日この頃。心地よい充実感を感じる
暇もないほど突っ走りまくりの毎日なのである。
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
PRODUCE BOUTIQUE 泉南）代表取締役。
■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

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

でがんばって、立派になって帰ってく
るから待っていてくれ」と、キッパリ
言えばいい。
どうも世間一般的に都会と言われる
地域に住んでる人たちは、地方に行く
ことを「飛ばされる」と思うようだけ
ど、僕は違う。
地方は人口が少ない分トップにもな
りやすいって考えるんですよ。人数が
多い都会の本社だと少々がんばっても、
その他大勢の中の一人で終わっちゃう
確率が高いけど、支社なら社員は少な
い。必死にやれば、
ガンガンのし上がっ
ていけるチャンスがある。これはおも
しろいことですヨ。そうやって努力し
てしっかり成果を挙げて、何年か後に
堂々と帰ってくればいい。
そんなに都会が好きなら東京なんか
で満足せず、ニューヨークで仕事がで
きるくらいの英語力を身につけるべく、
時間をやりくりして勉強してみるのも
いいでしょう。

悩める人生の特効薬

目の前の幸せに満足するな。
若い間はウンと苦労して
一回りも二回りもでっかく
なって帰ってこい！

人間、本気で生きていれば生きている分だけ
高く厚い壁にぶちあたるというもの。その壁を
越えてこそ、後に得られる楽しみや喜びは大きい。
恋愛、家族、仕事、人間関係、クルマ。
人生は、うれしいこと、楽しいこと、悲しいこと、
つらいこと、苦しいことのオンパレード。
正面切ってぶつかっていってこそ、おもしろい！
上野真幸の人生相談劇場、今月もスタート

憧れの都会に出てきたのに
異動で地方勤務の辞令。
田舎には行きたくないので
会社を辞めようかと…。
１年前、就職でようやく田舎から憧
飛ばされるったっ
れの都会に出て来ることができたのに、
て、 日 本 の ど こ か で
春の人事異動で地方の支社に飛ばされ
しょ？ 言葉が通じな
ることになりそうです。結婚を考えて
いアフリカの奥地に
る彼女もいるし、今さら田舎になんて
行くワケじゃあるまいし、
僕は「胸張っ
行きたくない！ 正直、会社を辞めて別
て行ってこい」と言いたい。
彼女のことが心配なら、一緒に連れ
の仕事を探そうかとも考えています。
て行けばいい。それが無理なら「全力
（東京都／修平
歳）
27

!!

13
Vol.
あまいな！ でも人生
は一度きりってとこ
ろは同感
だからといってやりたいことばかり
やっていい訳ではないでしょう。みん
なよく言うんです、人生は一度きり
だって。その通りやねん。だから親に

別に殴らんでも解
決方法はいくらでも

英語がしゃべれなくても
仲良くなろうという気持ち、
今、コイツと会話したい
という強い気持ちが大事

ウォ〜〜！ 気持ち
はよくわかる
僕らも外国人のお
客さんと食事に行っ
たりすることが多々あるんですが、自

更新中 !! 上野真幸の BLOG DESTINY

!!

!!

●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 !!

48

!!

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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ある！ 殴りに行く前
恩返しするのも人生の一部だと僕は思
うんです。
に常識としてやらな
材木屋を継いで、親父さんが経営し
あかんことがあると思うねん。だか
ている時よりももっともっと繁盛させ
ら殴る前に話し合いやな。ストーカー
て親孝行をしっかりする。親孝行はや
と直接会って話しをしたらエエ。僕も
りすぎくらいがちょうどいい！
ストーカーされた経験があるんだけど、
それからやりたいことをやっても遅
ストーカーとのやりとりは距離が大事。
くはないし、やりたいことをわがまま
優しくするとヒートアップしてくるし、
と考えると、わがままには金がかかる。 無視しても同じくヒートアップしてく
金を貯めてから、自分のやりたいこと

!!
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る。
警察に行っても、動いてくれるのは
結局何かあってからなんですよ。でも

23
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!!

をやりたい時に、やりたいだけやれば
エエ！
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な部分も含めて好きになってもらえば
何かあってからでは遅い。だから自分
分は英会話の勉強はまったくしていな
そんなわがままを全開バリバリで
かじゃありません。終始一貫、家族Ｌ
いい。そりゃ時には大失恋もするで
で解決するのが一番。ストーカーと直
いので、１００％の会話は無理です。
やった方がエエんではないか？ 東京と
ＯＶＥですので（笑）
。以上！
しょう。でも、思ったことすべてがそ
言わずにアメリカ行きたいねんって思
接話をするのであれば、まず事前に警
でも、まずは仲良くなろうという気持
のままうまくいってしまったら、それ 父親は僕が後を継ぐと
えるように、お父さんが作ってくれた
察に行って、こういった事実があると
ちが大事やね。
思い込んでます。でも
は逆におもしろくないはず。
環境でもっともっとレベルアップする
いうことを伝えてから、本人と話をす
何でもそうですが、あきらめない気
会話が苦手なら、その他の部分でが 僕は東京に行きたい。
べき。豪快な夢を持ちつつ、自分の将
る。ある程度の距離を作って、何度も
持ちを持つこと！
んばる。例えば、その相手と会う前は これってあまい？
来をもっと考えてみてください！
話し合いをして理解してもらうこと。
自分の場合、相手と仲良くなるため
歯をしっかり磨くだけでなく、舌もキ
大事な彼女やったら代理で話をしてあ
に必ずすることがあります。例えばア
レイにする。これはヘンな意味じゃな
げてください。それから警察に逐一報
メリカ人だったらアメリカで今流行っ
高３の男です。進路について悩んで
最
近
自
分
の
彼
女
に
く、口臭予防ための対策です。僕もお
告をする。そしてまた会って話をする。 ている曲をマスターする。何か一個で
ます。父親は材木屋をやっていて、僕 ストーカーらしき男が。
客様相手の商売なので、毎日これを実
一生懸命話をしていけば、いずれ道は
もエエから「コイツは 」と思わせる
が後を継ぐと思い込んでます。でも僕 どうやって解決したら
践しています。それは仕事をする上で、 は人生一度きりというのもあるし、東 いいと思いますか？
開けてくると思います。
ことをしたらエエ。逆にアメリカ人が、
やって当たり前のこと。そんなふうに
殴れば犯罪。話し合いは犯罪にはな
ＡＫＢ あたりをダンス付きで完璧に
京に出て行ってみたいんです。これっ
さりげなく相手を思いやる気持ちを
自分の女に、最近ストーカーらしき
らないので、じっくり向き合ってがん
マスターしたらビックリするやん
てやっぱりあまいですか？
持ってさえいれば、いつかきっと女の
ばって下さい！
コイツおもしろい、コイツに興味が
（高知県／Ｙ・Ｋ 歳） 男がまとわりついています。単純にム
コとも普通にお話できるようになるは
カつくし、腕ずくでこらしめてやろう
ある と思わせれば、向こうも日本
ずですよ。
と思っているんですが、彼女に「それ 日雇いの外国人労働者
語に興味を持ってくれるようになるし、
親孝行するのも
それから、僕は決してモテモテなん
だけは絶対にやめて」と言われていま ５〜６人を、現場で
もっと絡みたいという気持ちがお互い
一度きりの人生の一部。
す。どうやって解決したらいいと思い うまく指揮するコツって
にあれば、２倍早く仲良くなれる。
親孝行はやりすぎくらいが
ますか？
僕は外国人と接する時、英語やから
あ
り
ま
す
か
？
ちょうどいい。
（岐阜県／時生 歳）
だとか、わからないだとか、恥ずかし
お ぅ、 そ の 通 り！
いだとか、そんな感情は消して、今コ
土建の会社に勤めています。ウチで
は日雇いの外国人労働者を使っていて、 イツと会話したい！ という強い気持ち
殴ってしまったら犯罪。
で向かっていくよう心掛けています
自分は現場で毎日５〜６人を指揮して
ある程度の距離を置き、
います。ただ、自分は英語もしゃべれ
何度も話し合って
ないし、指揮を取るのも苦手で、イマ
理解してもらうこと。
イチうまいこといっていません。こう
いうのをうまくやっていくコツってあ
りますか？
（神奈川県／陽一 歳）

今月の上野 VOICE

東京オートサロン 2013、行きましたかぁ？ 僕は 3 日間いましたが、
会場内をまわれたのはほんの一瞬…って、
当たり前ですよね。仕事で行っ
ていますから。みなさんは楽しんで見れましたか？
僕は「道標、読んでるよ」って、思っていた以上に声をかけていただ
きました。それが今回のオートサロンで一番うれしかったこと！ 連載は
「運命」を入れると 2 年になりますが、やっと馴染んできた感が出てき
た感じです。
これからもガンガンがんばっていきますんで、よろしくお願いします !!

