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上野真幸

悩める人生の特効薬

真剣に悩むことのできる自分、本気で泣けることのできる自分を誇りに思え。
人生、いいときもあれば、悪いときも必ず来る。
そんな中、いかにチャンスのタイミングを自分自身で見極め、対処できるかが重要。
大事なのは、ここぞというときに力を出し切って、攻撃に転じることができるかどうか。

浮気というものは、自分のだらしな

除洗濯はもちろんのこと、どれだけ尽

族に尽くす、という気持ちを今よりも

うんです。だから、自分に厳しく、家
何事にも尽くすんです！ 全開バリバリ

別に浮気をやめ
てことを、はっきり自分で自覚しとい

しませんが、
決して良いことではないっ

気をしていることに関しては全否定は

因があるような気はします。僕は、浮

して甘すぎる。家族のために、家事掃

きないのだとしたら、それは自分に対

るけど、家族のためにつらいことはで

できるのか。自分のための娯楽はでき

自分は、果たして家族のために何が

く考えて、行動しましょう！

かな？

て対応できたら、それでエエんちゃう

ず結果がでます。
その結果に責任を持っ

良いことであれ悪いことであれ、必

らえる。

要 は、 家 族 も 認 め て く れ るく ら い、

それで離婚されたら、それは結果で

て、多少の娯楽は仕方ないと思っても

で家族のためにがんばる！ それで初め

くせているか。

あり、アナタ自身がまいた種。ただそ
少しでもいいから持った方がいいと思

浮気は筋が通っていないと思うし、
良くはないと思う。

る必要はないん
たらエエと思います。

定されても、自分がそれでいいと思っ

から遊んでしまうんでしょう。

じゃないかな。家

車高を下げて、国産のアルミを履かせ

でも趣味って、本来そういうことの

く、すぐ飽きてしまうのでしょうね。

一つの物をじっくり楽しむ感覚がな

聞こえないフリをして帰ってきまし

う声が、遠くから聞こえてきました。

ヤンキーまるだし」
「だっせー」とい

に対し、
「なにイキがってんだ」
「田舎

会に行ったときのこと。帰り際に自分

ところが、そのクルマで先日、同窓

うんですよね。基本のベースは決まっ

バラバラになることはあまりないと思

ジーンズ、今日はスラックスみたいに

気がします。

の意見に左右されやすいもののような

クセサリーっていうのは、結構まわり

です。でも、ヘアースタイルだとかア

（上野）

家族を背負っているという立場をよ

族以外、誰に迷惑

まっている。手に入れて「こんなもん

ていたらあまり気にならないと思うん

積み重ねで、どんどんハマッていくも

たが、悔しくて悔しくてたまりません。

まうということは、

きてしまい、どんな高価なものでも使

も、ドレスアップ

の。満足いくものができたって、また

こういうとき、上野サンならどうし

い捨て状態。

しても手放してし

次の欲が出てきてしまう。それを次の

クルマを買って

そもそもクルマ自体があまり好きでは

目標にして作り上げていくのがおもし
だから、目標をもってコツコツと仕

（岡山県／Ｊ・Ｋ

と。色が気に入らんかったら、
塗り直す。

一番大事なのは、こだわりを持つこ

趣味というものはまわりを気にせ

た基本のベースで、スモーク貼ってみた

だからクルマも、自分がコレって決め

ジする。

ていて、あとはその日の気分でアレン

基本的にいつも着る服って、昨日は

僕は、クルマを買ってもホイールを
なく、ただ何となく流行でだとか、友
ろいことだと思うんです。

上野サン、こんにちは。
買っても、たいていそのグレードや色、
人に影響されて…みたいな感じで乗っ
はなく、実はまわりに合わせているだ

歳 会社員）

ているだけで、自分の楽しみのためで

いつもいつも、何を買ってもこんな
好きなものを買って満足がいかず、
売っ

グレードが気に入らんかったら、その

ず、自分が好きなことを、好きなときに、

苦手な漢字を克服するため、勉強中。
でも調子に乗ったらあかん。
あなどれんな、日本語 !!

前にも言ったように、僕は昔、中学校もろくに行っ
てなかったせいで、漢字の読み書きがお世辞にも立
派にはできません。
そんなある日、息子の宿題がキッカケで再び漢字
の勉強を始め、最近ではそこそこ覚えてきて、まだ
完璧ではないですが新聞をストレスなしで読めるよ
うになってきました。そこそこ自信がついてきたと
思っていたのですが、まだイマイチ。
先日、あるものを「検収」と書いて提出したかっ
たのですが、
「研修」と書いて提出してしまいました。
大失敗…。完全に間違えていました。読み方はいっ
しょやのに意味が全然違う！
ああ～、なんだか完全に心が折れてしまいました。
調子にのっていました。
人間、調子にのったらアカン…。あなどれんな、
日本語！
またまた心を入れ替えて、がんばって勉強中です !!

こんなとき、特に

ないタイプなので、

やと思いますよ。

好きなようにする。このカタチが一番

に楽しんでいくのがいいと思います。

の色を変えてみたり、少しずつ自分なり

り、アイライン付けてみたり、ホイール

て購入、また売って購入、その繰り返し

僕はまわりの声

上げていけば、もっと楽しめると思う。

だと、きっとクルマというものをまっ

はあまり気にし

けなのではないでしょうか？

後悔しない、クルマやパーツの買い

グレードに近い仕様を自分で考えて作

状態っす。はっきりいって、お金のム

方のコツなどを教えてください。よろ

る。そのこだわりがないから、すぐに

歳 会社員）

楽しめていないから、次を求めてし

（栃木県／光輝

あきらめて、飽きてしまい、使い捨て

（上野）

状態になるんです。

アナタは、まわりに認めてもらいた

気にすることはないと思うんです。

●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。

だから、ものを大事にするという意

いがために、ＬＳ４６０に乗っている

更新中 !! 上野真幸の BLOG DESTINY

識よりも、もっとクルマ好きになるこ
と。こだわって考えて作り出す！ そう

みんなにカッコエエと思ってほしい

のでしょうか？
から、高価なホイールを履かせている
のでしょうか？
スゴいと思ってほしいから、車高を
高級車をいじっているから、それを

下げているのでしょうか？

それが、アナタの趣味なんでしょう

まわりに自慢したいのでしょうか？

人にどう思われようが、何て言われ

か？
ようが関係ない。自分が憧れ、
がんばっ
て手に入れたもの！ 自分が満足できた
ら十分！ それが趣味の世界なんだと思
自分の趣味って、例えまわりから否

いますよ。

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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読者の皆様からの相談、質問、
お待ちしています !!

ダだと…。

ますか？

サイズなどに満足がいかず、結局、買

こだわりがないから、
じっくり楽しむ感覚がなく
すぐに飽きるのでは？
ました。

でも、される側にも多少なりとも原

きっと、小づかいなどに余裕がある

いますよ。

さが発展してしまっている結果だと思

■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

れだけのこと。

たきゃ存分にやったらエエ。

がかかるもんでもないのだから、やり

あるときは燃え盛る炎のように熱く激しく、そしてまたあるときは沈着冷静に。

歳 会社員）

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。常に、前のめり
の攻撃的姿勢をくずさない 39 歳。人生どんな
場面でも、ど真ん中ストレートの真っ向勝負が
信条。座右の銘は「感謝の気持ちを忘れずに」
。

なのか」と思い、また次の物欲が出て

浮気は、自分の
だらしなさが発展して
しまっている結果。

（香川県／光哉

きなんでしょうか？

それとも、あきらめて隠し続けるべ

らいいのでしょうか。

上野真幸の人生劇場、今月も全開でスタート

「今度浮気したら離婚」
と、言われながら
どうしてもやめられない
上野サンに相談です。
僕はどうしても浮気がやめられません。

過去３回ほど嫁に浮気がばれ、
「今
度、浮気したら離婚」と言われながら
も、今現在も、嫁以外の２人の女性と
浮気を完全にやめるには、どうした

付き合っています。

上野真幸

い直してばかりいます。

せっかく買った
クルマやパーツに
満足がいかず、
買い直してばかり。

33

たく楽しめていないんだと思うんです。

まわりを気にせず、自分が
好きなことを、好きなときに、
好きなようにする。

33

すれば、世界に２台とないものになる
から、飽きもこないはずです。
こだわり続ければ、飽きが満足に変
わるはず！ 満足したときは、第一章が
終わったとき。次は第二章の始まり！
趣味は自己満足ですから、じっくり
（上野）

と、自分の好きなように、こだわって
楽しんでください！

ＬＳを購入＆ドレスアップ。
でも同窓会でバカにされ、
悔しくてたまらない。
最近、念願のＬＳ４６０中期を買い、

こんにちは。
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!!

しくお願い致します。

最近、自分の心に突き刺さった現実

