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

悩める人生の特効薬

真剣に悩むことができる自分を誇りに思え。人生、いいときがあれば悪いときもある。
そんな中、いかにチャンスのタイミングを自分自身で的確に見極められるか、が重要。
大事なのは、ここぞというときにしっかりと力を出し切って、攻撃的姿勢に転じることができるかどうか。

確かに、いじめる方も悪いと思いま
すが、いじめられる方にも原因がある
と思います。すべてそうとは言いませ
んが、少なくとも自分の場合はそうで

たのですが、一年たって、いつの間に
まずいないと思います。まわりからう

んが、世の中で完璧人間っていうのは

基準に言っているのかよくわかりませ

完璧になりたいだの、ウジウジ言って

があったわけでしょ。誰が悪いだの、

半年から一年、いじめられない期間

まずは、自分にも原因があるんじゃ

した。

か同じ状態になってしまいました。
らやましがられていても、本人には、

ないかと考えてみること！

自分を完璧に変える方法を、どうか

できないなんて言ってらんと、あるあ

があることもあるでしょう。ないない

容姿に自信がないのなら、何か自信

僕も中学２年の頃、そこそこ非道な

転換してみたり、毎日を楽しんで過ご

いじめを受けていました。学校に行く

すように心がけてみてはどうでしょう

まずは、イメチェンしてみたり気分

そういう状態が良いのか悪いのかに

るできる！ という気持ちを持つこと。

気付くのも、結局のところ自分。嫌な
か？

のがすごく嫌で、２学期～３学期にか

とあるのだと思います。

容姿にもまったく自信がありません。

歳 会社員）

るからアカンねん。

（群馬県／Ｇ・Ａ

教えてください。
何らかのコンプレックスや悩みがきっ

あるときは熱く燃え盛り、またあるときは沈着冷静に。上野真幸の人生劇場、今月も全開でスタート

いじめられてばかりの人生。
容姿にも自信なし。自分を
完璧に変える方法を教えて。
上野サンに相談です。
自 分、 職 場 で「 ブ タ オ 」 と 呼 ば れ、
いじめにあっています。小学校から高
校までまわりから迫害され、いじめに

自分を完璧に変
ことから逃げ出すばかりではなく、嫌

けては、ほぼ行っていませんでした。

ようと努力してみるのですが、結局は
える方法というの

完璧に変える方法なんてない。
毎日楽しく過ごす
ことを心がけてみては？

半年～一年でいつもと同じく、いじめ
やね！

その甥っ子の趣味はサーフィン。雨で

家庭と趣味を両立していくらしいです。

から、 歳までは無理してでも働いて、

マが自分のすべてだったのに、家庭の

けらしいですが、嫁さんも旦那の趣味

仕事が休みのときは一日サーフィン漬

ためとはいえ、なんだか、フヌケになっ

（上野）

もまた自分なんです。

放すなんてありえない。今まで、クル

とにかく、強い心を持つことが大事

なことに向かっていくことを決めるの

完璧って、何を

は、ありません！

方が否定的になり、自分がダメな人間
だと感じはじめてしまいます。
普段ならすんなり乗り越えられるス

こういうときの、気持ちを整理する

に対しては何の不満もないみたいです。

まずは医者に行ってみる。
そして、すべてを放棄して
体を休めること。

方法を教えてください。それとも、自

てしまいそうです。

分はアマいですか？

アナタが甘いか甘くないかだとかの

好きなだけやったらエエ。

努力ができるのなら、好きなことを

趣味はあきらめた方がいいと思う。

んばること。それができないのなら、

いだろうとまわりに思わせるくらいが

のはもちろん、それくらいの趣味はい

ていうのは、まわりに迷惑をかけない

自分がやりたいことを好きにやるっ

病院に行ったら、先生に「うつは治

歳 会社員）

甘 い と い う か、

大好きなクルマをあきらめるのか、
自分がひたすら努力するのか、どちら
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最近失くし物ばかり。
「あれ？ 携帯がない！」
空港、レンタカー、飲食店、
ホテルなどに忘れまくりの日々。
は、携帯電話をたびたび失くしてしまったとき。

僕の最近の悩みは、ズバリ失くし物。特にやばいと思ったの

はないでしょうか？ 自分のことなん
ですから、もっと真剣に考えて自分な
りの答えを見つけてください！（上野）

●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。

かだと思います。趣味というのはまわ
りに迷惑をかけずに好きなことをする

族。メインの仕事はとび職で、朝は

読者の皆様からの相談、質問、
お待ちしています !!

ける。そして徐々に世間に復帰してい
うつ克服のポイントはズバリ、無理

て今は 歳。嫁と子ども２人の４人家
歳の頃から牛乳配達と新聞配達のアル
バイトをやっています。まだまだ若い

更新中 !! 上野真幸の BLOG DESTINY

きたら、病院でのカウンセリングを受

気持ちの整理方法を知る前に、自分は

思う。

家族を養うために働く。
趣味を楽しみたかったら
そのために
アルバイトをする！

（香川県／佑磨

まずは病院に行ってみましょう。
りますか」とはっきり聞くこと。先生

に身体的ストレス

トレスも、よりつらく感じられるとい

■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

が重なるなど、さ
まざまな理由から
によって返事はあやふや。はっきり

う悪循環が起きてきます。

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
ティック泉南代表の 39 歳。店の中には、常にカーショーの
ジャンクションプロデュースブースのような、怪しくオシャ
レな空間を展開している。人生どんな場面でも、正面真っ
向勝負の全力投球。座右の銘は「感謝の気持ちを忘れずに」
。

趣味と家庭が両立できるのかできない

を休めること。

いけないことは、すべてを放棄し、体

そして、あなた自身がやらなければ

まずはそこからです。

ましょう」と言ってくれる病院を探す。

と「うつは治ります。一緒にがんばり

脳の機能障害が起きている状態を、う
世間で認識されている以上に、これ

上野さん、いつも読んでます。

は自分自身で抱え込まなければいけな

つ病といいます。

精神的ストレス

上野真幸

そもそもアナタは

とにかく、気を付けなければ！

努力というものが

てきました。

ガミガミ言ってくる人間からは、た

しが、果たしてこれでいいのか？ もうわけがわからなくなっ

とえ親であれ、離れろ！ 良い病院を

これでは携帯電話の意味がない。確かに失くさなくはなりま

理解されるものではありません。そん

そうしていたら最近良く言われるようになりました。
「全然

なことがまたストレスになり、それが

会社休みます」と言っても、すんなり

例えば、
「今日はうつがひどいので

いので、とてもつらい病気です。

よくある症状（？）は、頭痛、嘔吐、
きたくない、ときどき死にたくなる、

体が痛い、走れない、不眠、会社に行

つじゃない？」と、
真顔で言われました。

私、会社の同僚から突然「お前、う

頭痛、嘔吐、不眠、
ときどき
死にたくなる…。
どうしたらいい？

今回も同じ。就職して最初は良かっ

られる存在になってしまいます。

あってきました。高校に進学したとき

21
電話に出なくなったね」と。

自分では、うつかどうかなんてまっ

こうなったら、外に出て行くときには絶対に必要な物以外は

たくわかりません。どうしたらいいん

置いて行くようにしよう、と。もちろん携帯電話も。

のかを、しっかりわかっておくべきで

一日に数回は必ず、
「あれ？ 携帯電話がない！」と言ってい

まったく足らんと

るような気がします。

見つけて、薬を飲んで、しばらくダラ

れ、ホテルに忘れ、挙げ句の果てにはショー会場にも忘れる始末。

どんどん積み重なって、ささいなこと

さらには先日、福岡カスタムショーに行ったときに飲食店に忘

でしょうか？

なくてはと思っていたら、今度はレンタカーの車内に置き忘れ。

ダラとダラけ続ける！ 心の余裕がで

など。

30

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/

きましょう。

僕の甥っ子の話ですが、 歳で結婚し

どを使うのが趣味やと思います。

た時間に、アルバイトで貯めたお金な

掃除、洗濯、育児もする。そして余っ

家 族 の た め に が ん ば っ て、 家 事、

楽しめない。

ラしていたらそれまで。贅沢な趣味は

疲れているからという理由でダラダ

をする！

みたかったら、そのためにアルバイト

家族を養うために働く。趣味を楽し

それでいいわけではない。

ということ。自分だけが楽しかったら、
（上野）

をするな！ です。時間をかけてゆっ
くりと治してください。

家庭のためとはいえ
クルマを手放すのは
ものすごくつらい。
フヌケになって
しまいそう。
今まで、結婚して好きなクルマを手
放すなんて、そんな人は信じられない
しかし、いざ自分が同じ立場になっ

と思っていました。

生活のために、大好きなクルマを手

18

歳 会社員）

案内所に行ってみたら落し物で届いていました。これは反省し

でもストレスになっていき、ものの見

先日、東京へ行ったときには空港で携帯電話をなくし、総合

29

など環境が変わるたびに、自分を変え

!!

てみると、ものすごくつらいです。

123

16

22

（福島県／ナポリ

最近、自分の心に突き刺さった現実

