
冒頭の（今月）…標語

幸せになる…特効薬・即効薬 はないのでしょうけれど 不幸せになら直ぐ効く 直ぐなれる コツはあります。

常に不平・不満 で暮らすこと。愚痴や不平なら すぐ出る。ご自分の環境に満足はない。これは きっと誰にでもできる不幸せの近道…です。

幸せに近づける方法…ですか「嫌な人がいる」だから角が取れて丸くなる…神仏
か み

さまはあなたの為になる…と考えられて…。

沢山の 寂しさや 苦しさを乗り越えて来た方は…人に優しくなれるもの…。「み仏」に合掌…「今日も無事でした」と感謝を忘れません

「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* 人生…どこからでも車線変更は…

可能です。ご自分が選んで 自分の意志

で 今 がある方 何となく 流されて…

エスカレーターに乗っかった状態 の方

どんな生き方も あなたの人生…です。

ご自分の人生を 思う・想う…変える事

それは何時
い つ

でも可能…だと ご存じです

よね もうこんなものだと 思って投げ出

していませんか 年齢が 深くなるほど

起きる現象…です。大丈夫!です。何事

も意志のまま…車線変更は ＯＫですよ

全般* 「人生はやり直せないが 見直す

ことはできる」と あるお寺の掲示板に…

この「ガイド」にも…書いたこと ありま

した。じっくりと…時間をかけて見直し

て見ませんか…「忙しい…」と 心を亡く

して…時間に追われるだけの人生でいい

のですか あなたの生まれて来た意味
わ け

は…

そして生きている その理由は…人は何も

なくこの世に存在するのではないのです

１日24時間×365日＝8760時間…今 この

一瞬も…終わりに近づいているのですよ

全般* 「口のきき方…」は「 聴き方」の

こと 会話は心のキャッチボール…聞く

立場と 話す立場は 終始入れ替わるはず

ですね あなたの心を占めるのは 一体何?

なの…でしょうか ご自分探し それとも

単なる自己主張 又は 欲求不満…ですか

原因が見つかると…人生は人と共にある

ことや…人との会話も楽しくなり 今より

もっともっと ステキな人生になります。

決められた寿命…同じ時間なら 楽しまな

くっちゃ…ですよね、楽しんで なんぼ!!

全般* 今月は…大事な月…です。何かを

問われている…のかも ご自分を大切に…

して…いますか 何が…足りなくて 何を

欲
ほっ

している…のか そして本当に大切な

事…胸に抱
いだ

けている…でしようか 忙し

さに日々追われて…その割には何も考え

ていないはず…人生の先…見えている方

まだまだ時間たっぷり…の方 それぞれの

生き方もあり その向きの中であなたは…

あなた…だけの 役目や使命に目覚める…

時間を持つこと ご自身を見つめ直す…

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 人生の分かれ道…大層な言葉です

が ご自分が「落ちている…」と感じた

時は…より以上の 注意を必要とします

運気の積み具合も…何となく…お分かり

のはず…ですが これは特定の方…への

メッセージ です。じゃ関係ない のでは

なく あなたも…です。今年最後の運気

そして新しい年へと繋がる運気…でもあ

ります。新年は心してこの「ガイド」も

「ブログ」も…目を通して下さい 今は

それのみ です 祈ります 良き年を…と

全般* 未だ 終わってはいませんが…いろ

いろ あった一年でした。誰かに助けられ

今…在ること 決して忘れないこと です

助けられる…と言うことは 未だ誰かが

あなたを必要としていること。でもそれ

を 逆手
さかて

に取って…甘えて過ごしていれば

神仏
か み

さまから 見放されますよ 本当は…

その事が一番怖い…のですが 人間は…

「頭
ず

に乗る…」そのことで ご自分を見失

う…のです。痛い目に遭わないと抜け出

せないのではなく ご自分の意志で脱出!!

全般* 気づきの数だけ…「カード」に…

「スタンプ」が押される…貯まるのです

もちろん「試練
レッスン

」の 数も…同じです

私たちは そうして運気を積んでいる…の

です。その「スタンプ・カード」は ご

自分の大切な時・大切な人の為 使われる

のです。あなたの「カード」は誰かの為

に 直ぐに役立つ「カード」ですか 守ら

なければならない人や 大切な家族は…

居ますか 今 幸せ…ですか ご自分の

意志で 求める未来は…見つめる先は…?

全般* 7月生まれと同じく…ご自分の運気

「カード」に積めている 自信ありますか

何かを 積めているという自信…。生き方

の根底を…問われています。今まで以上

に厳しくなります 世の中も 神仏
か み

さまも

このままじゃダメだと…お考え なんでし

ょうか 人生まだまだ…の方も もう先

が見えて? いる方も です。ご自分の為

じゃなく いかに人の為に働けるのか 役

に立つかが…勝負どころ…です。心働か

せ 目覚めさせ…ご自分を律する…こと

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 人間はご自分とかけ離れた存在と

は競いません。近い存在 何か…共通項

があるから…アラ探しをしたり 相手を

あしざまに言う…のです。嫉妬ではなく

競争…です 同じ穴の狢
むじな

?…でしょう

どっちもどっち…「その程度…」です。

それを乗り越える…のが 修行…他者を

受け入れるのは「その程度」なあなたに

とって大変な修行…でしょうね お互い

は 別々の存在である事を認める事から

ゆとりへと繋がり…ゆとり?が 出来るかも

全般* 最近 言葉だけでなく 表情や仕草

などから 相手の気持ちを読み取ることが

出来ない若者が増えている…という様な

コメントが新聞に載せられていました が

この世のことは 全て「ご縁」で 始まり

人との関わり無しでは 何事も成立しな

いのです。あなたが 誰かに ご自分を知

って欲しい…様に 相手も あなたに 知

って貰いたいこと…きっといっぱいある

でしょう。その言葉のその心の先に想い

至れるか…どうか…が とても大切です

全般* 人生のエスカレーターを乗り続け

る為…ご自分が 頑張って 何かを為
な

して

来られた方…や これから為
な

していかれる

方…広範囲にわたっても 今のこの現状

は とても厳しい…と それでも楽々?

と こなしておられる方も…世間の低迷の

呼び声なんのその…そんな方も…その…

コツ・秘密は…世間を言い訳にしない事

ご自分の頑張りや 先見性に磨きをかける

ご自分の「怠惰」を いかに封じ込めるか

人生頑張っていれば 短いよ～あッと言う間

全般* 人生…座り込んで 終わらせたく

ない…と思いませんか ご自分の足で立ち

ご自分で 考え 選び 求め この生を…

満喫し…やるだけやった!と心から思えて

終わりたいもの ですね。どの時期でも

遅くはない…けれど 今 この今 です

出逢っている…こと…ご自分が選んで…

今あること 忘れない 為に 深呼吸 です

大きく胸を広げて下さい あなたの心に

何が溢れていますか? この後の人生への

意気込み!!ですか 頑張れば叶う夢です!

「幸せから不幸せまではただ一歩 不幸せから幸せまでは遠い距離」（よみうり寸評）より

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『21 年 12 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む
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①ＳＴＹガイドの各生まれ月の本文をクリックしますと、　各生まれ月のページ（文字が大きいページ）に移動します。②移動したページのタイトルをクリックすると、最初のページに戻ります。 



1 月生まれの方

全般* 人生…どこからでも車線変更は…可能です。

ご自分が選んで 自分の意志で 今 がある方

何となく 流されて…エスカレーターに

乗っかった状態 の方どんな生き方も

あなたの人生…です。

ご自分の人生を 思う・想う…変える事

それは何時
い つ

でも可能…だと ご存じですよね

もうこんなものだと 思って投げ出していませんか

年齢が 深くなるほど起きる現象…です。

大丈夫!です。何事も意志のまま…

車線変更は ＯＫですよ

『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 「人生はやり直せないが

見直すことはできる」と あるお寺の掲示板に…

この「ガイド」にも…書いたこと ありました。

じっくりと…時間をかけて見直して見ませんか…

「忙しい…」と 心を亡くして…

時間に追われるだけの人生でいいのですか

あなたの生まれて来た意味
わ け

は…

そして生きている その理由は…人は何もなく

この世に存在するのではないのです

１日 24 時間×365 日＝8760 時間…

今 この一瞬も…終わりに近づいているのですよ

『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 「口のきき方…」は 「聴き方」のこと

会話は心のキャッチボール…

聞く立場と 話す立場は

終始入れ替わるはず ですね

あなたの心を占めるのは 一体何?なの…でしょうか

ご自分探し それとも単なる自己主張

又は 欲求不満…ですか

原因が見つかると…人生は人と共にあることや…

人との会話も楽しくなり 今よりもっともっと

ステキな人生になります。

決められた寿命…同じ時間なら

楽しまなくっちゃ…ですよね、

楽しんで なんぼ!!

『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 今月は…大事な月…です。

何かを問われている…のかも

ご自分を大切に…して…いますか

何が…足りなくて 何を欲
ほっ

している…のか

そして本当に大切な事…

胸に抱
いだ

けている…でしようか

忙しさに日々追われて…

その割には何も考えていないはず…

人生の先…見えている方

まだまだ時間たっぷり…の方

それぞれの生き方もあり その向きの中で

あなたは…あなた…だけの

役目や使命に目覚める…時間を持つこと

ご自身を見つめ直す…



『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 人生の分かれ道…大層な言葉ですが

ご自分が「落ちている…」と感じた時は…

より以上の 注意を必要とします

運気の積み具合も…

何となく…お分かりのはず…ですが

これは特定の方…へのメッセージ です。

じゃ関係ない のではなく あなたも…です。

今年最後の運気そして新しい年へと

繋がる運気…でもあります。

新年は心してこの「ガイド」も「ブログ」も…

目を通して下さい 今はそれのみ です

祈ります 良き年を…と



『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 未だ 終わってはいませんが…

いろいろ あった一年でした。

誰かに助けられ今…在ること

決して忘れないこと です

助けられる…と言うことは

未だ誰かがあなたを必要としていること。

でもそれを 逆手
さ か て

に取って…甘えて過ごしていれば

神仏
か み

さまから 見放されますよ

本当は…その事が一番怖い…のですが

人間は…「頭
ず

に乗る…」

そのことで ご自分を見失う…のです。

痛い目に遭わないと抜け出せないのではなく

ご自分の意志で脱出!!



『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 気づきの数だけ…「カード」に…

「スタンプ」が押される…貯まるのです

もちろん「試練
レッスン

」の 数も…同じです

私たちは そうして運気を積んでいる…のです。

その「スタンプ・カード」は

ご自分の大切な時・大切な人の為 使われるのです。

あなたの「カード」は誰かの為に

直ぐに役立つ「カード」ですか

守らなければならない人や

大切な家族は…居ますか 今 幸せ…ですか

ご自分の意志で 求める未来は…

見つめる先は…?



8 月生まれの方

全般* 7 月生まれと同じく…

ご自分の運気「カード」に積めている 自信ありますか

何かを 積めているという自信…。

生き方の根底を…問われています。

今まで以上に厳しくなります

世の中も 神仏
か み

さまもこのままじゃダメだと…

お考え なんでしょうか

人生まだまだ…の方も

もう先が見えて? いる方も です。

ご自分の為じゃなく いかに人の為に働けるのか

役に立つかが…勝負どころ…です。

心働かせ 目覚めさせ…

ご自分を律する…こと

『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 人間はご自分とかけ離れた

存在とは競いません。

近い存在 何か…共通項があるから…

アラ探しをしたり 相手をあしざまに言う…のです。

嫉妬ではなく競争…です

同じ穴の狢
むじな

?…でしょう

どっちもどっち…「その程度…」です。

それを乗り越える…のが 修行…

他者を受け入れるのは「その程度」な

あなたにとって大変な修行…でしょうね

お互いは 別々の存在である事を

認める事からゆとりへと繋がり…

ゆとり?が 出来るかも

『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 最近 言葉だけでなく 表情や仕草などから

相手の気持ちを読み取ることが

出来ない若者が増えている…という様な

コメントが新聞に載せられていました が

この世のことは 全て「ご縁」で

始まり人との関わり無しでは

何事も成立しないのです。

あなたが 誰かに ご自分を知って欲しい…様に

相手も あなたに 知って貰いたいこと…

きっといっぱいあるでしょう。

その言葉のその心の先に

想い至れるか…どうか…が

とても大切です

『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 人生のエスカレーターを乗り続ける為…

ご自分が 頑張って 何かを為
な

して来られた方…や

これから為
な

していかれる方…

広範囲にわたっても 今のこの現状は

とても厳しい…と それでも楽々? と

こなしておられる方も…

世間の低迷の呼び声なんのその…

そんな方も…その…コツ・秘密は…

世間を言い訳にしない事

ご自分の頑張りや 先見性に磨きをかける

ご自分の「怠惰」を いかに封じ込めるか

人生頑張っていれば

短いよ～あッと言う間

『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 人生…座り込んで

終わらせたくない…と思いませんか

ご自分の足で立ち

ご自分で 考え 選び 求め

この生を…満喫し…やるだけやった!と

心から思えて終わりたいもの ですね。

どの時期でも遅くはない…

けれど 今 この今 です

出逢っている…こと…

ご自分が選んで…今あること 忘れない 為に

深呼吸 です大きく胸を広げて下さい

あなたの心に何が溢れていますか?

この後の人生への意気込み!!ですか

頑張れば叶う夢です!

『平成 21 年 12 月の運 気
チャンスライン

』


