の

悩める人生の特効薬

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

負けることは恥ずかしいことではない。
大事なのは、その負けと正面から向き合い、明日につなげることができるかどうか。
そして、ここぞというときに攻めの姿勢に転じることができるかということ。

はそんな簡単にできることではあり

れた本人よりも、まわりの人が強くな

しいことが迫ってきます。そのたびに

ことがあります。本人にはどんどん苦

闘病していると、本当にいろいろな

らなければいけないということ。

奥さんにこれ以上の悲しみを与え

昔、テレビで小児ガンのドキュメン

泣いたり、落ち込んだりと、悲しいこ

トをやっていました。僕はそれを見て
戦っている奥さん本人よりも、もっと

ないように、アナタががんばらなけれ

えば簡単なことだと思います。

ません。ですが、奥さんのためだと思

だから、どんなときにも気持ちの整理を付けて、冷静に自分自身を見つめる必要がある。
上野真幸の炸裂人生劇場、今月もフルスロットルでスタート

幸せを見過ごさないよう
アナタがしっかりとした
気持ちを持つ！
アナタがすべき
持ちを持つことで
何かできないかと思い、６年くらい前
もっと強い気持ちを持たなければいけ

嫁が乳ガンで
余命４～５か月
僕がすべきことは
何か？
す！ 本 人 は も っ
から「ゴールドリボン」へ募金活動を
ない。これはとてつもなく大変なこと。

が、業績がさっぱりで、お先真っ暗で

き、楽しいときにはその倍笑う。これ

るく持って、悲しいときはしっかり泣

輩とギクシャクするためではないで

何のために始めた新しい商売？ 先

ときに僕が感じたのは、ガンと診断さ

それはかなり衝撃的なもので、その

げに集中し、０を１にする。それがで

いち早く緊急対策を組んで、売り上

（上野）

も増えてくるわけですから、こうなっ

突然ですが、俺、風俗（ソープ）の

どうもこんにちは。

風俗の女に惚れて
どうにもならない。
なんとかしたいっす。
突破法を教えて。

して栄光なし！

行動なくして結果なし！ 努力なく

わせてもらいますね！

ごときですが、精一杯思ったことを言

す。社長
（先輩）
ともなんだかギクシャ

きれば次のステージができてくる。

任ではないはず。アナタにもきっと

業績がダメなのは、社長だけの責

しょ？

のですが…、少し早いかなとも思う

懸命する。そんなに難しいことではな

て、今自分自身がやるべきことを一生

りです」ではなく、もっと責任を持っ

責任があるはずです。
「業績がさっぱ

どう思われますか？
（宮城県／鉄
いはずですよ。
今あなたがやるべきことは、売り上
げアップに集中すること！ 売上があ

たら、今は売上アップ以外の仕事は

るからこそ、事務処理やその他の仕事

中途半端やね～。

好きで自分でもどうにもならないく

女に惚れてしまいました。もう好きで

いっさいしない！
こ の 際、 売 上 業 務 集 中！ 売 上 業

初めからそんな
気 持 ち で い た ら、

らあきらめろ、と言われています。で

会社の先輩からは、絶対に無理だか

らいです。
がちょうどエエ！ ダメになったらど

もそう言いつつ、その先輩はソープ嬢

務 以 外 い っ さ い 放 棄！ そ れ く ら い
うしようなんて考えているヒマはな

成功するもんも成
前の会社を辞めてまで新しい事業

功しない。

この際、売上業務以外
いっさい放棄
それくらいが
ちょうどエエ

歳）

し、前の会社に戻れるわけもないし。

そろそろ辞めようか、と思っている

クして、うまくいっていません。

せっかくご相談いただいたので、僕

アナタは、本当に、闘病生活をして

ならないのです。

とばかりに向き合っていかなくては

上野サン、はじめまして。
ともっとつらく不安で、とても言葉で
しています。実際に、ゴールリボンの

ばいけないことだと思います。

嫁が乳ガンになり、良くてもあと４
は言い表せないほどだと思います。
人たちからガンと戦う無邪気な子ど

ことはしっかり気

～５か月、と診断されました。小学校
基本的な気持ちを暗く持ってしま

かりません。

言って、何をどうしたらいいのか、わ

年。正直
うと、たった少しの幸せさえも見過ご
もたちの話を聞きました。

からいっしょで結婚して

してしまいます。気持ちはとにかく明

歳 会社員）

僕がすべきことを教えてもらえな
（新潟県／Ｔ

いでしょうか。

奥さんとの時間を、とにかくできる
だけ作ってあげてください。
仕事の事情とか、もちろんあるとは
思いますが、今は奥さんといっしょに
いられる時間を精一杯作ってあげて
アナタ自身が「絶対に治る」という

ください。
気持ちを持って、今までにないくら
（上野）

い、奥さんに優しく力強く接してあげ
てください！

先輩と会社設立。
でも業績がさっぱり
伸びずお先真っ暗。
そろそろやめようか？
会社の先輩が新しい会社を興すと
いうので、誘われていっしょに前の会

と付き合ってるんですが…。俺もなん

い！ そんなのダメになってから考え

いるだけでは何にも起きない。

（上野）

ばって彼女をゲットしてください！

ク！ いっぱいいっぱい恋愛して、がん

恋愛ちゅうもんはドキドキワクワ

つらい思いをするのも恋愛。

て、ドキドキするのが恋愛。フラれて

好かれるように努力して、デートし

通行はダメ。逆に嫌われる可能性もある。

じ合ってこそ成立するもんやから、一方

恋愛ちゅうもんは、互いの気持ちが通

とあきらめる！

きは相手の気持ちも考えて、きっぱり

ぶつけたらエエ！ それでもダメなと

なら三回と、ガンガン自分の気持ちを

一回でダメなら二回！ 二回でダメ

好きならドンドン攻めていかんと！

ないと何にも起きない！ そんなにも

悪い結果であり、アクションを起こさ

思ったら即行動！ 良い結果であり、

■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

●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 2-45-9（株）芸文社 VIPCAR 編集部 また
は vipmac@geibunsha.co.jp いずれも「道標」係まで。

とかしたいっす。突破法を教えてくだ

人生いかなるときでも直球ストレートの全力勝負。緩急や変化
球は必要なし。同時に、いつ何時も「思いやり」と「感謝の気
持ちを忘れず」が信条の 39 歳。カーショーのジャンクションプ
ロデュースブースのようなオシャレな空間が広がる大阪府阪南
市のショップ、ジャンクションプロデュースブティック泉南代表。

読者の皆様からの相談、質問、
お待ちしています !!
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を始めると決めたんやったら、とこと

たらエエ

（埼玉県／Ｏ・Ｈ）

更新中 !! 上野真幸の BLOG DESTINY

!!

健康のためと思い、かれこれ 20
年くらい早朝の走り込み＆腹筋＆腕
立てを続けています。ところが、そ
の走り込みなんですが、年齢ととも
に距離がだんだん短くなってきてし
まって、最近ではたまにまったく走
らない…、なんていう日もでてきま
した。
何かあると腰が痛くなってくるし、
腹筋や腕立ても２～３日あけてまた
やったときには筋肉痛で、むち打ち
したかのように体が痛くなる。さら
にはなかなか痛みが抜けない…。
とうとう体のメンテナンスをしな
くてはいけない年齢になっってきた
かと、しみじみ思っています。今ま
でのトレーニングメニューを変えて、
これからは年相応のメニューを考え
なければいけないのかなあ…。
自分自身の年齢という現実を、
ちゃんと受け入れなければいけませ
んね。まだまだ若いと思っているの
は自分の気持ちだけで、体は本当に
正直なものです。
年齢を重ねていくと、なんだか自
分に甘くなってしまうなと、真剣に
悩んでいる今日この頃です…。

上野真幸
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/

!!

んやりきらなアカンでしょう。

さい！

一回でダメなら二回！
二回でダメなら三回
気持ちをぶつけたらエエ。
恋愛ちゅうもん
は当たって砕けろ
や！ フ ラ れ る こ
とにビビッてたら

と、自分が好きだという気持ちをド～

理かな～、なんてウジウジ考えてらん

どうしたらエエやろう。やっぱり無

ん意見止まり。

まわりの意見なんてもんは、しょせ

何にもできない

!!

ンとぶつけたらエエ！ 何事も思って

139

!!

!!

社を辞め、新しい仕事をはじめました。

体力が落ちてきた？ 体も痛い…？
自分に甘いと感じてしまう今日この頃

!!

11

33

ところが、２か月くらいたちます

最近、自分の心に
突き刺さった現実

