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

きでしょうか？

しょうか？

歳）

転職の前に、自分
の今の仕事に、もっ
アナタ自身がウ

と誇りを持つこと！

（Ｙ・Ｎ）

すんなりとうまく抜ける方法、ないで

といいつつ、こういうグループから、

るし。

それはただの言い訳。
家族にもしっかり
笑いを提供するべき。

（福岡県／俊也

いいのでしょうか？ やはり転職するべ

上野さん、こういう場合、どうしたら

仕事の業種が原因ではなく、それはた
族。僕は、アナタの家族、すごく理解が

い訳しか出てこない。どんな仕事であれ、

言い訳を重ねていても、そこからは言
お父さんを見るのが嫌なのではないので

はなく、今の仕事に自信をなくしている

さえない芸人ではなく、
「芸人」とし

だから、仕事の業種がどうのこうので

うな気がします。アナタのことを応援し
どんな状態であれ、例え生活の一部でし

あると思いますよ。

たらいいのか、見極めを付けさせたらい

だの言い訳！

いのか、まったくわからない。
しょうか？

を立てていれば、それは立派な仕事。

てのプロ意識を高め、どんな状態であっ
ても、自分は人に笑いと楽しい時間を提

さえない芸人であっても、収入があり、
お金をいただいていれば立派なプロ。自

（上野）

考えはあると思いますが、僕はそう思い

イコール 自慢できるもの。いろいろと

僕は思います。

しい時間を提供できる父親になれると、

て仕事をしていれば、家族にも笑いと楽

供する！ その気持ちをしっかりと持っ

そしてアナタには、その人生をともに

分が選んだ道なんです！
歩んでいく家族がいる。 歳になっても、
今なお、その仕事をさせてくれている家

世の中にあふれている、高級ブランド

財布やら、そんなのを持ち出し、得意に

安かろうがファッションですから、安い

ることはないと思いますよ。高かろうが

高価なブランド品を、無理して購入す

ます。

のが当たり前。中途半端に辞めようとす

なってます。それだけならいいんですが、

最近、友人たちがバッグやら時計やら

品の魅力って、いったい何ですか？

るから、まわりにそれがおもしろくなく

う？ だとしたら、自分でケリをつける

めて、自分の意志で入ったわけでしょ

ことんやればいい。そもそも、自分で決

しょうか？

は家族を養い、守ることなのではないで

自分がやらなければならないこと、それ

さえない芸人であろうと何であろうと、

一つだと思いますよ。

しっかり定まっていないことも、原因の

ナタ自身がブレにブレていて、目標が

まわりがわからないということは、ア

かなくても、その仕事で収入を得て生計

どうしたらいいかわらなくなっているよ

ジウジ言っているから、まわりの家族も、

なす術なしの行き止まり。八方ふさがりの、出口が見つからない状態。
でもそれは、自分でそう決めつけてしまっているだけではないのか。
違った角度から見つめ直し、パワーのかけ方を変えれば、活路は見出せるのではないか。
自分の人生、そのままにしておくのも、ひっくり返すのも、アナタ自身だ。
９回裏ツーアウトからの逆転。上野真幸の人生劇場、今月もスタート

息子が登校拒否で
引きこもりに。原因は
父親である自分の職業？
小６の息子が、今年のはじめからだん
だん登校拒否になり、今ではすっかり引
きこもりになってしまっています。学校
でいじめにあうのがイヤなようで、その
原因が、父親である私の仕事らしいので
す。
ちなみに、私の職業は、地方のさえな
い芸人です。

今までいたグループから
ボコボコにされずに
すんなりと抜けたい。

何が良くて、どんな価値があり、どう

それは解決につながらないと思います。

はないでしょうか。

価ということなので

魅力は、ズバリ、高

張り合い。高くても売れるというより、

を無理せず楽しみましょう！

（上野）

まわりに流されず、自分が楽しめること

まわりの意見はそこそこでいい、あまり

自分がいいと思うものを身に着ける、

楽しむものです。

ションも趣味の一部。競うものではなく、

る？ そんなことはないでしょう。ファッ

てこと。高価なものを身に着けるとモテ

にしてくるということは、人を見下すっ

ブランド物を持っていなかったらバカ

ではないでしょうか？

ものでもおシャレに着こなせばＯＫなの

そういうのを持ってない自分をバカにし

タチが悪いといっても、そこは人と人の

必要なモノなのか、
教えてください。やっ

てきます。

集まり。言葉が通じない猛獣ではないの

ぱり、そういうのを持っていた方がモテ

どんなグループかはわかりませんが、

思われて、
結局ボコられるんちゃうんかな。

ですから、自分の考えや、やりたいこと

るんですか？

中途半端。怖がるのなら
始めから入るな！
勇気を出して話せ。
ボコられるのがそ

を話してみる。そのグループにある程度

上野サン、こんにちは。
ていまして、そこから抜けたいんです。
ん な に 怖 い？ そ ん

自分、地元の、とあるグループに入っ
ただ、抜けるには、たいていボコボコに

貢献していたのだったら、話も聞いてく

歳 会社員）

な に 怖 が る の な ら、

（愛知県／Ｔ

始めっから入るな！

高いものには、高いなりの
理由がちゃんとある。要は
使い方が大事ということ。

自分が間違えていると思っているのだ

高価な素材を使っているというこ

高級ブランド品の

から、自分が正しいと導き出した答えを

と、さらに一流のデザイナーたちがプロ
デュースしているから、デザインもお
高いものには、高いなりの理由がちゃ

シャレ。品質もいいから長持ちする。

高価なものを持っているとまわりから

んとあるんです。

高いから売れるということもあるかもし

いい目で見られる、ちょっとした見栄の
それでも理不尽にしつこく迫ってきた

れませんね。高価だから、というところ
（上野）

り、命の危険を感じたときは、警察に相
り考えて、
行動して下さい。

高い イコール 誰にでも買えるもので

いうことではないでしょうか。

要性は、ブランドの魅力を利用する、と

たらかなりうれしいもの。ブランドの必

人気ブランドは、好きな人からいただけ

ントに使うと喜ばれるでしょう。高価な

自分が身に着けるというより、プレゼ

も一流ブランドの魅力になっている。

談するという勇気も大切。自分でしっか

をやればいい。

を出せ！ 自分が今できる精一杯のこと

彼女の言っている通り、アナタは勇気

せる！ という勇気が必要。

現れても、そんなものは自分で越えて見

突き進むべき途中で、高いハードルが

シ。

貫き通す。そこで迷う必要はまったくナ

の場しのぎの言い訳でうまく逃げても、

いても、中途半端な結果でしかない。そ

中途半端な考えでグループに所属して

けばいい。

れる習わしも、アナタの意見で変えてい

れると思うし、その抜けるときにボコら

ヤキを入れられるというのが、そのグ

理由で入る。自分に不利なことと気が付

利くから、カッコいいから、…といった

そのグループに入れば、地元では幅が

何とも中途半端な考えですね。

ループの習わしでして…。
そのグループというのは、地元で幅を
利かせている、いわゆる不良集団みたい
なものです。
自分も、いつまでもそんなことやって

■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

ほぼ 2 年に渡って連載された上野真幸の道標が次号より新
展開。悩める人を数々救ってきたその「舌妙」トークの矛先
を今度は、ジャンクションプロデュースフリークのオーナー
達へスイッチ。JP 愛好家のクルマを上野真幸がしゃべくりた
おす新コーナーにぜひご期待下さい。

けば逃げたがる。

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。39 歳。人生い
かなるときでも、常に攻撃的姿勢をくずさない
のが信条。どんな場面に出くわしても、冷静か
つ、ど真ん中ストレートの真っ向勝負。座右の
銘は「感謝の気持ちを忘れずに」
。

次号より新展開！

もっと根性入れて、入ったからにはと

最近腰痛がひどい !! ゴロゴロしすぎやね。今日は
しんどいからとか、疲れているだとか、自分に甘くダ
ラダラしてるから、余計に腰痛がひどくなる…。
シップを貼ったり、薬を塗ったり、マッサージに行っ
たり、それでも治らないときは全身矯正にも行くなど、
いろいろ試してみましたが、まったくダメ。
楽をしているだけではダメですね。やっぱり人間、
努力が必要。少しは体を動かさなくては。自分に甘っ
たれていてはいけない。なんだか、年齢を重ねるごと
に自分自身に甘くなっているような感じです。
当たり前のことですが、自分にもアメばかりではダ
メ。ムチも必要なんですね。自転車に乗ったり、散歩
したり、少しずつ慣らして体を動かしていったら、一
週間くらいで腰痛が楽になりました。
あ、腰痛の原因がもう一つありました。通ってる接
骨院の先生に言われたんです。アナタ、ここ一か月で
太った？ と。…ハイ。一か月でなんと 8kg も太りまし
た。やっぱり甘ったれは禁物！
ほんの少しの甘えと、少しのムチ。これが自分にとっ
て、一番いいバランスかな…？

25

はない。誰にでも買えるものではない

111

32

32

!!

世の中にあふれている
高級ブランド品、どんな
価値があって、どう必要？
上野サンに、聞きたいことがあります。

更新中 !! 上野真幸の BLOG DESTINY

いても仕方ない、と最近思い始めまして。

容赦なく自分を襲ってくる腰痛。
その驚くべき原因とは…？

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/

彼女にも、勇気を出せ！ って言われて

最近、自分の心に突き刺さった現実

