
冒頭の（今月）…標語

永嶋 久子さん 勇ましい言葉を教室に掲げたのは 負けても起き上がる「ハート」を…伝えたかった…と。

強く逞しく…を 若い世代に伝えたい 負けることも…負けを認めることも強さ そんな強さも大切でしょうけれど

何があっても立ち上がる 起き上がる…くじけない不屈の精神…それが 若さの象徴…でも あるのですが

世の中見据えて…何か分かったような顔をする （未来に期待を持てない…悲しい世の中に…それは 我々大人の 責任?かも）…。

今の若者に 本当に大切にしてほしい心生き様…です。どうしても私たち大人が伝え続けなければ…。

「ここ(トイレ) に 貼られている…その意味は…たった一人…の この時間 この瞬間をも大切にして頂きたい…し

誰に見られることなく ご自分の心に何度も問い掛けられるから どの瞬間も あなたの未来を決める とても大切な一瞬なんです 忘れないで下さい」

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 頑張って 頑張って…頑張って…

いる…の ですね。ご自分の心に 力が…

入っています。肩の力を 抜いて下さい

頑張ろうとしているあなた…その想い…

それが 裏目に…しんどいムードが蔓延
まんえん

頑張らなくてもいい…のに 軽～く軽く

心にも 言葉にも「天使の羽」…です。

あなたの 年齢
と し

によっては…相手の方に

プレッシヤーになっているかも…ご自分

の出来る事 人にも…求めるのは…少し

違う 不遜な考えが態度にも 出がちです

全般 ご自分に甘い?のでは 「これ位…」

と 思っていても…それが全ての始まり…

そこから何かが…こぼれ落ちていくのか

も「ご油断召さるな…」に なりつつ…

いえ 始まっているやも…今 吐いた言葉

は 半年後…その方の運気次第ではもっと

早く変化の兆しが…出始めるものと 心し

て 心や考え方のコントロールを…してい

て下さい。日々同じ様に 繰り返される

時間の中で ご自分の考えや行動に 再度

点検
チェック

…忙しい…は 心を亡くすこと です

全般* どんなに同じことの 繰り返しにも

大きな深い意味があります。ただ単に…

又ぁ～と やり過ごさないで少しは考えて

みるのも…あなたの成長に…繋がるので

すが…同じような「愚痴」を 繰り返して

いても…物事は 解決しない…のです。

相手が変わらない…と お分かりなのに…

です。あなたの生き方…考え方人生の…

最後に「臍
ほぞ

をかむ…」ことのないように

大切な一瞬 大切な人生 忘れないでいて

下さい。回り道…出来る時間…あります?

全般* 難しいこと…山積 ですか 結構…

平気な顔して暮らせる性格…ですが 今回

は 少し辛いもの…ありますね 気に掛け

ていなくても…顔に出ます 人にも…何と

なく…分かる?かな と しっかりと根本か

ら 改革・改心?・改造 を 心の大掃除…

です。何に託せば…何がどうなる…と…

ご存じ…でしょうか 運気を積む…なん

て手ぬるいことよりも 元凶を絶つ・断つ

こと一番でしょう。あなたはひとりでも

耐えられる 生きられるのに…寂しい?の?

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 「一生懸命」という言葉に溺れて

います。そう! 溺れているだけ…です

「同じ月生まれ」の方でも…年齢にも…

男女の差…も もちろん運気の積み具合

にも…大きな差は あるのですが…いま

一大事…の方 平凡に過ごせている方も

ご自分の生き方…間違っていない…と…

言い切れますか ご自分の生き方や行動

を大丈夫!と胸を張れますか…いろんな

場面を振り返って…大切な者 事…から

外れている事に…気づけています?…か

全般* あなたの頑張りで…大きな「差」

が出る時期…です。いろんな事…すべて

目的のため…と 我慢や節約を…無意識で

重ねて来た方に…朗報です。仕事も家庭

も すべてが大切…そんな生き方に乾杯…

の時が来たのです。仕事・大きな夢・…

この世に願って叶わないこと…など無い

と…神仏
か み

さまが…いえ神仏
か み

さまだけじゃ

なく「鬼神も…手助け」の 時かも 知れ

ません「千載一遇の機会
チャンス

」逃
のが

さず乗れる

そんな逞しいあなた…でしようか?ですね

全般* 運気の巡りも…積み重ね?も…大丈

夫な はずなのに…何に蹴躓
けつまず

いて…心が

萎える へしゃげてる（大阪弁ぺしゃんこになる

の意）のですか ご自分の意識の変革…後退

でしょうか? 年齢にもよりますが 段々と

ご自分の人生が見えてきた方…まだまだ

進むべき道…模索の方…差 は 縮まりそ

うにない…。あなたがあなたらしいのは

心の拠り所…手にした か どうか…で

決まり?です。大丈夫…です。果たすべき

事は…たったひとつ…気づきあるのみ…!

全般* 気づかず過ごして…来た。ご自分

の心…思いを優先させた…。大事なもの

事 心に鎮めて もっともっと真摯に 生き

方を…変えるつもりで…立て直す事です

その事 望まれています。気づきの数だけ

機会
チャンス

…戴けるのです。こんな時こそ笑顔

を 忘れることなく 外を向く 全てを受け

入れ 新たな我が想い…確かめつつ…進む

その道の向こうに…望み・夢・希望 を

見いだせるか…が これからの指針…です

素直に…出逢いの時の様に…信じられる?

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 揺れている? のは 何? 心…想い

それとも頭の回転・働き・その程度…?!

だったのですか そんな程度で生きて…

いる 来た そうして この後も…生きて

いくつもり…ですか…。それもあなたの

人生だから…他人がとやかく言うつもり

はない…のですが ここら辺りで心・頭

少し切り替えて・働かせて・一踏ん張り

です。忙しい…は 心を亡くすこと…で

すよ「しんどい・眠たい」も同じ どう

切り変えるか が 勝負どころ! ですね

全般 ご自分しかない!そんな あなたから

脱却…脱出です。他人に似ることも 他人

になることも出来ないのです。人の人生

は 人の物…どんなに しんどくても 自分

しか出来ないことあります。羨
うらや

むこと

でも 僻
ひが

むこと…でもなくあなたはあなた

なのです。嘆かずうなだれず…しっかり

と 我が道を歩く…のです。スバラシイ

出逢い…ある…あったはず…です。道は

いっぱいあります。決めた道…ひたすら

それが あなたの ステキな人生の道!!に

全般 残された時間…いっぱいある!!と…

どなたも思いたい…ですね どれだけある

と 分かれば 幸せ…でしょうか 頑張れる

のでしょうか…先が見えないから 見たい

から 目標をたて 一歩一歩と進み 時には

変更をよぎなくされて…頭を抱えながら

道を変え夢を見失いかけ…でも その…

お陰で…誰かと出逢い 誰かに頼り…頼ら

れ 少しずつ…光の 灯る方に 向き…を

一本道…ただひたすら一途に 夢?仕事にと

よかった人生に…。そうありたいもの!です

全般* しっかりしていて…抜かりなく…

なんて人ごとかも…と思えるほどのポカ

やっちゃいました…方 しらっとして…

何食わぬ顔を続けていられる方…両極端

の方たち…と。今月は少し考えて下さい

どちらにも属さず我が道…も ありです

何に心を奪われ 心を砕くのか…揺れて

いないのに揺れる…そんなご自分にも…

気づくこと…起きる?かも ちょっとだけ

楽しめる…苦しみ…にも いかに揺れない

ご自分でいられるか…心落ちつかせるか!

「打ち倒す者は強いが 起き上がる者はもっと強い」永嶋 久子 氏 資生堂美容技術専門学校々長（元…）

公
こう

子
し

唯
ゆい
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1 月生まれの方

全般* 頑張って 頑張って…頑張って…

いる…の ですね。

ご自分の心に 力が…入っています。

肩の力を 抜いて下さい

頑張ろうとしているあなた…その想い…

それが 裏目に…

しんどいムードが蔓延
まんえん

頑張らなくてもいい…のに

軽～く軽く心にも 言葉にも「天使の羽」…です。

あなたの 年齢
と し

によっては…

相手の方にプレッシヤーになっているかも…

ご自分の出来る事 人にも…

求めるのは…少し 違う

不遜な考えが態度にも 出がちです

『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* ご自分に甘い?のでは 「これ位…」と

思っていても…それが全ての始まり…

そこから何かが…こぼれ落ちていくのかも

「ご油断召さるな…」に なりつつ…

いえ 始まっているやも…

今 吐いた言葉は 半年後…

その方の運気次第では

もっと早く変化の兆しが…出始めるものと

心して 心や考え方のコントロールを…

していて下さい。

日々同じ様に 繰り返される時間の中で

ご自分の考えや行動に 再度点検
チェック

…

忙しい…は 心を亡くすこと です

『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* どんなに同じことの 繰り返しにも

大きな深い意味があります。

ただ単に…又ぁ～と やり過ごさないで

少しは考えてみるのも…

あなたの成長に…繋がるのですが…

同じような「愚痴」を 繰り返していても…

物事は 解決しない…のです。

相手が変わらない…と お分かりなのに…です。

あなたの生き方…考え方人生の…

最後に「臍
ほぞ

をかむ…」ことのないように

大切な一瞬 大切な人生 忘れないでいて下さい。

回り道…出来る時間…あります?

『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 難しいこと…山積 ですか

結構…平気な顔して暮らせる性格…ですが

今回は 少し辛いもの…ありますね

気に掛けていなくても…顔に出ます

人にも…何となく…分かる?かな と

しっかりと根本から 改革・改心?・改造 を

心の大掃除…です。

何に託せば…何がどうなる…と…ご存じ…でしょうか

運気を積む…なんて手ぬるいことよりも

元凶を絶つ・断つこと一番でしょう。

あなたはひとりでも耐えられる

生きられるのに…寂しい?の?



『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 「一生懸命」という言葉に溺れています。

そう! 溺れているだけ…です

「同じ月生まれ」の方でも…

年齢にも…男女の差…も

もちろん運気の積み具合にも…

大きな差は あるのですが…

いま一大事…の方 平凡に過ごせている方も

ご自分の生き方…間違っていない…と…

言い切れますか

ご自分の生き方や行動を大丈夫!と

胸を張れますか…

いろんな場面を振り返って…

大切な者 事…から外れている事に…

気づけています?…か



『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* あなたの頑張りで…

大きな「差」が出る時期…です。

いろんな事…すべて目的のため…と 我慢や節約を…

無意識で重ねて来た方に…朗報です。

仕事も家庭も すべてが大切…

そんな生き方に乾杯…の時が来たのです。

仕事・大きな夢・…この世に願って

叶わないこと…など無い と…神仏
か み

さまが…

いえ神仏
か み

さまだけじゃなく

「鬼神も…手助け」の 時かも 知れません

「千載一遇の機会
チャンス

」逃
のが

さず乗れる

そんな逞しいあなた…でしようか?ですね



『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 運気の巡りも…積み重ね?も…

大丈夫な はずなのに…何に蹴躓
けつまず

いて…

心が萎える へしゃげてる

（大阪弁 ぺしゃんこになるの意）のですか

ご自分の意識の変革…後退でしょうか?

年齢にもよりますが 段々と

ご自分の人生が見えてきた方…

まだまだ進むべき道…模索の方…

差 は 縮まりそうにない…。

あなたがあなたらしいのは

心の拠り所…手にした か どうか…で決まり?です。

大丈夫…です。

果たすべき事は…たったひとつ…

気づきあるのみ…!



8 月生まれの方

全般* 気づかず過ごして…来た。

ご自分の心…思いを優先させた…。

大事なもの事 心に鎮めて

もっともっと真摯に 生き方を…変えるつもりで…

立て直す事です

その事 望まれています。

気づきの数だけ機会
チャンス

…戴けるのです。

こんな時こそ笑顔を 忘れることなく

外を向く 全てを受け入れ

新たな我が想い…確かめつつ…進む

その道の向こうに…望み・夢・希望 を

見いだせるか…が これからの指針…です

素直に…出逢いの時の様に…信じられる?

『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 揺れている? のは 何?

心…想いそれとも頭の回転・働き・

その程度…?!だったのですか

そんな程度で生きて…いる 来た

そうして この後も…生きていくつもり…ですか…。

それもあなたの人生だから…

他人がとやかく言うつもりはない…のですが

ここら辺りで心・頭少し切り替えて・

働かせて・一踏ん張りです。

忙しい…は 心を亡くすこと…ですよ

「しんどい・眠たい」も同じ どう切り変えるか が

勝負どころ! ですね

『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* ご自分しかない!そんな

あなたから脱却…脱出です。

他人に似ることも 他人になることも

出来ないのです。

人の人生は 人の物…

どんなに しんどくても

自分しか出来ないことあります。

羨
うらや

むことでも 僻
ひが

むこと…でもなく

あなたはあなたなのです。

嘆かずうなだれず…しっかりと

我が道を歩く…のです。

スバラシイ出逢い…ある…あったはず…です。

道はいっぱいあります。

決めた道…ひたすらそれが

あなたの ステキな人生の道!!に

『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 残された時間…いっぱいある!!と…

どなたも思いたい…ですね

どれだけあると 分かれば 幸せ…でしょうか

頑張れるのでしょうか…

先が見えないから 見たいから

目標をたて 一歩一歩と進み

時には変更をよぎなくされて…

頭を抱えながら道を変え

夢を見失いかけ…

でも その…お陰で…誰かと出逢い

誰かに頼り…頼られ

少しずつ…光の 灯る方に

向き…を一本道…ただひたすら一途に

夢?仕事にとよかった人生に…。

そうありたいもの!です

『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* しっかりしていて…抜かりなく…

なんて人ごとかも…と思えるほどの

ポカやっちゃいました…方

しらっとして…何食わぬ顔を続けていられる方…

両極端の方たち…と。

今月は少し考えて下さい

どちらにも属さず我が道…も ありです

何に心を奪われ 心を砕くのか…

揺れていないのに揺れる…

そんなご自分にも…気づくこと…起きる?かも

ちょっとだけ楽しめる…苦しみ…にも

いかに揺れないご自分でいられるか…

心落ちつかせるか!

『平成 21 年 10 月の運 気
チャンスライン

』


