
冒頭の（今月）…標語

食べたい物が 食べられる したいことが出来る 言いたいことが言える…それは…平和の証…平和のありがたさを しみじみ思います。

言いたい事…言えなかった…。そんな時代が存在したのです 今の 若い方には考えられない 想像すら出来ない…こと でしょうけれど…

（あッ 北朝鮮を…思って下さい。）目隠し…あらゆる情報も…寸断されて 聞こえてこない様 耳も…。

今の時代 モノが溢れる…お金さえ出せば 何だって手に入る 人の命 （ん?…）…すら…それは少し（?）…ですよね…。

「これ位で…」に込める…心の満足度…!! 平凡に生きる以上に、どんな人生を望む?のですか 望むのは 己の分に応じた 心安らかな日の明け暮れ。

「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* 日々 何らかの形で…気づかせて

戴いていても すぐ忘れてしまうのが…

私たちの習性です。何か嬉しいこと…心

浮きたたせる事 あっても一夜明ければ

平常心に戻す…が 出来なければご自分

の運気…積むこと出来ないのです。その

良きことは…「慢心」という言葉に置き

換えられてしまうから…です。そうして

鍛錬を繰り返し…喜びの心を育て…伝播
でんぱ

させる その事が一番の「試練
レッスン

」だと…

暮らしの中に隠れている 幸せ探しを…

全般* 何となくムリをして…積めた運気

外さず 大きく拡げて 次のステップへと

繋げていければ…最近の浮かない心にも

少々弾みがつく…かも知れません。常に

最前線へ…それがダメでも 二番手を追う

心 凹
へこ

ませて 落ち込んでいる時ではない

のです。ご自分の思惑
おもわく

通り…でなくても

どんなにアテが外れても「思い・想い」

続ければ…きっと 何時か…叶う時が来る

ものです。人生は見捨てたものでもない

と…少し誇らしい顔のあなた 浮かびます

全般* あなたの描く夢…何? 一体どうし

たいのですか 何が不足…ですか 何に

拘
こだわ

るのですか もう一度ご自分を見つめ

直してみて下さい せっかく生まれて来て

何の目的もなくこのまま進んでも…意味

がない…のでは 生かされて今 あること

への感謝を忘れていませんか 生きている

その事だけでも儲けもの…元気に働ける

その事にも感謝…です。家族が元気で…

いられることも…身内に何かあればその

まま…では済まないのです 感謝忘れない

全般* 「拘
こだわ

り」や「思いこみ」捨てて…

下さい あなた…は あなた でしかない事

忘れない どんなに頑張っても 他の誰か

にはなれないのだから…です。あなた…

という人生の「主役」をしっかりと見事

に演じる…のです。その為の人生なら…

何も考えることなどない…。日々ご自分

の成長のみ…に 費やすのです。何をどう

すれば 成長かって? それがこの「試練
レッスン

」

生まれて来た意味…に通ずる のでしょう

大きな「課題」そして「使命」なのかも!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* ご自分から…少し 離れて見る…

客観視…です。ご自分自身の良さや欠点

その他の バランスを…見る のです。

ご自分の全体を…大きくとらえないと…

見えて来ないもの…あるでしょう その

上で この先…何をどうするのか 考えて

みて下さい。基本的には何をしたいのか

何が目的で日々があり…進んでいるのか

その進む方向…にもご自分の心を向けて

優先順位を定めている…そのこと 見え

ますか 無意識ですか 意識はありますか

全般* 目標・夢・想い・少し外すと 油断

すると ほんの少し…は 大きな方向転換

だと思える位の距離に…変わっています

すべてはご自分の為…人生の「 謀
はかりごと

」

時間配分…大切な「何か…」の為にどれ

だけの想いを込められるか その為の

試練
レッスン

…きっと生きている限り…続きます

ご自分だけの「舞台
ステージ

」主役を演じられる

のは…あなた…だけ なのです。舞台はあ

なたの体力の続く限り…能力の限り幕を

下ろすことなどなく 続いて行くのです。

全般* 「6月生まれ」と同じく…本舞台の

始まる方…舞台袖で 待ちの方…と それ

ぞれが それぞれの「役割」を…。今まで

の 生き方を変える変換の時期へと移動…

もちろん生き方や 運気の積み方で ズレ

が生じますが いよいよ 本領発揮!…時期

到来…です。但し来春へと…移行の方も

あり 年齢・性別・等での時期のバラツキ

も見られます。どちらにしても大差なく

変換へと移行は変わらないのです。何事

も ご自分の運気…まかせという結果!?に

全般* よどみなく動いていく運気の波に

流される事なく…とは 行かなくて…苦渋

の月日…でしょうか 周りに流され同調

し…又は 腹を立て…怒り心頭に発する…

という心境…。それが逆に運気に作用し

何かを落とすことへと…。周り・回り…

とは 家族であったり友人であったり…

と 何かにつけて断れない関係…でしょう

から 始末におえないものです。ご自分

の運気…のみを頼りでは心許
こころもと

ないもの

です。しっかりと心に落とし込んで笑顔!

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 「苦しかったことをくぐり抜ける

ともっと野球が好きになる 」「逆風ち

ょうだい っていつも思っています。」

イチロー語録…です。初めてのシーズン

の開幕を故障者リストに入って迎えた…

胃かいよう…と漢字を使わずひらがなを

希望…漢字では重傷の感じでいやなのだ

とイチローはいとも軽々とかいようをく

ぐり抜けた。そうなんです。常に騒がず

軽々と…。それが身上…です。逆風すら

ご自分の「もの」にして見せて下さい!!

全般* 「9月生まれ」の続きです。記録の

達成 ３０８６本目の安打でも… 普段と

変わらず イチローは「その日のことは

日付が変わるまで で 終わり」現役であ

る限り、過去に起きたこと…を懐かしん

でも…と サラリと…。前を向く…進む

とはそして「練習は裏切らない一生懸命

練習すると 必ずうまくいくんですよ」

やはりスポーツ選手の言葉です。ご自分

の生き方…問い直して下さい 心に念じ

たこと…裏切らず 日々過ごしていますか

全般* 人は「つまらない」と思うと思考

が止まり、逆に「楽しい」と思うと時間

を忘れて夢中になれる…ものです。何を

するにも楽しんで…笑顔で…を合い言葉

に…しましょう。くだらない…と思える

ような事…いろんな事 体感してみる…

小さな事の積み重ねに学ぶこと…も大切

です。ご自分の性別や年齢に関係なく…

何事も挑戦…を 試みて下さい。心が動い

た時…が 運気の積み時かも…ですから

何歳でも 始めるには 遅くない…のです

全般* 心の行方…なんとなく見失って…

何の悩みもないけれども…心の渇き?…

心の揺れ…。悲しく…は ないのに 楽し

くもない…考えなければならないのに…

何も浮かばない…。人生にはそんな時期

もあります…が 少し ご自分を省みて…

下さい 大切なこと…や 大事なもの 見失

わないように…再確認の時なんでしょう

何事もなく 平穏に過ぎていく方もおられ

たりするものです。ご自分の心の奥深く

楽しく探検…と 参りましょうか 笑顔で!

「これくらいでよかった」と思えたら、人生なるようになるものです。

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『21 年 11 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む
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1 月生まれの方

全般* 日々 何らかの形で…気づかせて

戴いていても すぐ忘れてしまうのが…

私たちの習性です。

何か嬉しいこと…心浮きたたせる事 あっても

一夜明ければ平常心に戻す…が 出来なければ

ご自分の運気…積むこと出来ないのです。

その良きことは…「慢心」という言葉に

置き換えられてしまうから…です。

そうして鍛錬を繰り返し…喜びの心を育て…

伝播
で ん ぱ

させる その事が一番の「試練
レッスン

」だと…

暮らしの中に隠れている 幸せ探しを…

『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 何となくムリをして…積めた運気

外さず 大きく拡げて 次のステップへと

繋げていければ…最近の浮かない心にも

少々弾みがつく…かも知れません。

常に最前線へ…それがダメでも

二番手を追う心 凹
へこ

ませて

落ち込んでいる時ではないのです。

ご自分の思惑
おもわく

通り…でなくても

どんなにアテが外れても「思い・想い」続ければ…

きっと 何時か…叶う時が来るものです。

人生は見捨てたものでもないと…

少し誇らしい顔のあなた 浮かびます

『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* あなたの描く夢…何?

一体どうしたいのですか

何が不足…ですか 何に拘
こだわ

るのですか

もう一度ご自分を見つめ直してみて下さい

せっかく生まれて来て何の目的もなく

このまま進んでも…意味がない…のでは

生かされて今 あることへの感謝を

忘れていませんか

生きているその事だけでも儲けもの…

元気に働けるその事にも感謝…です。

家族が元気で…いられることも…

身内に何かあれば

そのまま…では済まないのです

感謝忘れない

『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 「拘
こだわ

り」や「思いこみ」捨てて…下さい

あなた…は あなた でしかない事 忘れない

どんなに頑張っても

他の誰かにはなれないのだから…です。

あなた…という人生の「主役」を

しっかりと見事に演じる…のです。

その為の人生なら…何も考えることなどない…。

日々ご自分の成長のみ…に 費やすのです。

何をどうすれば 成長かって?

それがこの「試練
レッスン

」生まれて来た意味…に

通ずる のでしょう

大きな「課題」そして「使命」なのかも!



『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* ご自分から…少し 離れて見る…

客観視…です。

ご自分自身の良さや欠点

その他の バランスを…見る のです。

ご自分の全体を…大きくとらえないと…

見えて来ないもの…あるでしょう

その上で この先…何をどうするのか

考えてみて下さい。

基本的には何をしたいのか

何が目的で日々があり…進んでいるのか

その進む方向…にもご自分の心を向けて

優先順位を定めている…

そのこと 見えますか 無意識ですか

意識はありますか



『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 目標・夢・想い・少し外すと 油断すると

ほんの少し…は 大きな方向転換だと思える

位の距離に…変わっています

すべてはご自分の為…人生の「 謀
はかりごと

」時間配分…

大切な「何か…」の為に

どれだけの想いを込められるか

その為の試練
レッスン

…きっと生きている限り…続きます

ご自分だけの「舞台
ステージ

」主役を演じられるのは…

あなた…だけ なのです。

舞台はあなたの体力の続く限り…

能力の限り幕を下ろすことなどなく

続いて行くのです。



『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 「6 月生まれ」と同じく…

本舞台の始まる方…

舞台袖で 待ちの方…と

それぞれが それぞれの「役割」を…。

今までの 生き方を変える変換の時期へと移動…

もちろん生き方や 運気の積み方で

ズレが生じますが いよいよ 本領発揮!…

時期到来…です。

但し来春へと…移行の方もあり

年齢・性別・等での時期のバラツキも見られます。

どちらにしても大差なく変換へと

移行は変わらないのです。

何事も ご自分の運気…

まかせという結果!?に



8 月生まれの方

全般* よどみなく動いていく

運気の波に流される事なく…とは 行かなくて…

苦渋の月日…でしょうか

周りに流され同調し…又は 腹を立て…

怒り心頭に発する…という心境…。

それが逆に運気に作用し何かを落とすことへと…。

周り・回り…とは 家族であったり

友人であったり…と 何かにつけて

断れない関係…でしょうから

始末におえないものです。

ご自分の運気…のみを頼りでは

心許
こころもと

ないものです。

しっかりと心に落とし込んで笑顔!

『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 「苦しかったことをくぐり抜けると

もっと野球が好きになる 」

「逆風ちょうだい っていつも思っています。」

イチロー語録…です。

初めてのシーズンの開幕を

故障者リストに入って迎えた…

胃かいよう…と漢字を使わず

ひらがなを希望…

漢字では重傷の感じでいやなのだと

イチローはいとも軽々とかいようをくぐり抜けた。

そうなんです。常に騒がず軽々と…。

それが身上…です。

逆風すらご自分の「もの」にして見せて下さい!!

『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 「9 月生まれ」の続きです。

記録の達成 ３０８６本目の安打でも…

普段と 変わらず イチローは

「その日のことは 日付が変わるまで で 終わり」

現役である限り、過去に起きたこと…を

懐かしんでも…と サラリと…。

前を向く…進むとは

そして「練習は裏切らない一生懸命練習すると

必ずうまくいくんですよ」

やはりスポーツ選手の言葉です。

ご自分の生き方…問い直して下さい

心に念じたこと…

裏切らず 日々過ごしていますか

『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 人は「つまらない」と思うと

思考が止まり、逆に「楽しい」と思うと

時間を忘れて夢中になれる…ものです。

何をするにも楽しんで…笑顔で…を

合い言葉に…しましょう。

くだらない…と思えるような事…

いろんな事 体感してみる…

小さな事の積み重ねに学ぶこと…も大切です。

ご自分の性別や年齢に関係なく…

何事も挑戦…を 試みて下さい。

心が動いた時…が 運気の積み時かも…

ですから 何歳でも 始めるには

遅くない…のです

『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 心の行方…なんとなく見失って…

何の悩みもないけれども…

心の渇き?… 心の揺れ…。

悲しく…は ないのに 楽しくもない…

考えなければならないのに…何も浮かばない…。

人生にはそんな時期もあります…が

少し ご自分を省みて…下さい

大切なこと…や 大事なもの

見失わないように…再確認の時なんでしょう

何事もなく 平穏に過ぎていく方も

おられたりするものです。

ご自分の心の奥深く楽しく探検…と

参りましょうか 笑顔で!

『平成 21 年 11 月の運 気
チャンスライン

』


