
冒頭の（今月）…標語

名付けられないもの…掴みどころがない程大きなもの…それが 天地の始原であり すべての根本である。と 書かれていました

我々人間の想像を遥に超えて…存在し…私たちの目に見えない「力」…それこそが「生命
い の ち

」の根源…

それを「大いなる力」「無限の力」「永遠の生命
い の ち

」と…呼ぶのでしよう

そこに通じる道… 唯
わたくし

の求める道… 目指す道… そしてすべての生命はそこに戻るのです。

「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*一年を振り返り…心に 頭に 何が

去来する…でしょうか あッと言う間…

だった方が 大半…でしょうね 暮れに

新年にご自分の心がどう振り返るのか…

なんて 考えながら暮らしていないから

でも 新年から 今年から 年の暮れに…

後悔しない暮らし方…を。一年の最後…

そして人生の最後…すべての最後は…

きっと皆 同じだと思えるなら…ご自分

の夢…に向かうつもりで日々をじっくり

と想いを込めた一日に…決意を新たに!!

全般* 少しずつ…調子づいて…来た と…

思ったら…年末 そして新年 又々調子を

崩さないで下さいね ご自分の「分」に

応じた…暮らし方過ごし方 それに「運」

の積み方…あなたは…あなたなりに何か

考えがお有りなら…その事に拘らず…で

いいのですが 世間から外れない程度の…

冒険…試みて下さい。今年は「挑戦
チャレンジ

」

の年でしょう。ただ「人と共に」と出て

います。関わり…すべてに於いて大切に

その事…忘れないで…いれば大丈夫です!

全般* 少し…進歩…をです。ご自分の枠

から脱出…です。何の為の枠…でしょう

か ご自分の防御?…でしょうか そんな

にして守るもの…守らなければならない

もの一体何…なんですか ご自分の拘り

は それも含めてご自分暴
あば

き…ご自身で…

です。人さまに暴
あば

かれたら困るのなら…

しっかりと ご自分の心を裸にしてみる…

誰の心にもある…もの かも知れませんが

何が大切で何に飢えているのか…を知る

ことから…始めて見て下さい全てが見えます

全般* 何かを落とした方…と 辛うじて…

危機を脱出…の方…明暗を分けました。

新しい年が始まったのに…何に拘って…

ご自分の心を亡くしたのか…少し心残り

ですが 取りあえず前を向いて…進む事

あなたが出逢っている「大きな力」に…

委ねることが出来る‥生き方外さずに…

今年も心新たに…始めましょう ご自分

育て…を。還る…その日まで心残り無く

進める道…ある方…幸せですよね。手を

携
たずさ

えて…歩く仲間のある事に感謝です!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 今年何かに「挑戦

チヤレンジ

」の方かなり

遅い出発…ですが 何事もやって見なけ

れば分からないもの…以前はダメだった

出来なかったのに 今回は…思いがけず

うまくいった…という結果に繋がること

も 多々あるもの…です。何歳になって

も…人間は変われるものです。あなたの

意識が働き出すと…方向転換も 気持の

切り替えも…すべてが思い通りに…です

だからこそ 頑張って新年に…誓いを…

想いを込めて 心も新たに 今年こそ!!

全般* 古い衣服や 意識…頑固な考えや…

拘
こだわ

り…すべてを脱ぎ捨てて…心身共に

真っ新
さら

な心…想い…ご自分… で…。

誓いを立てて下さい…新しい年神さまに

ご挨拶…「運気の器」もしっかり磨き…

ピカピカのあなたで…始めます…始めま

しょう。新しい一年を…今年こそ!!の…

熱意や頑張りを…込めて…笑顔でご挨拶

笑顔に勝る寳
たから

はない…あなたが変わる

あなたが変われば全てが変わる…のです

それが 春一番の仕事へ繋がるのですよ!!

全般* 「変化の年」「挑戦の年」ご自分

の拘りから開放?…されて さらなる飛躍

へと…繋がる方…立ち止まる…その事が

大切な方…と 二方向へ…別々?だと見え

同じ一つ道…又 いつか巡り逢う同じ道

そう!誰かの為…は 全てあなたご自身の

為…想いも運気も引き連れて戻って来る

のです。大きな視野で物事の判断をする

その事がご自身の後々の人生の布石に…

と 繋がること…少しずつ…体験も含めて

見えて来ました? か まだまだ…です が

全般* 昨年に増して…大変な一年…かも

でも気落ちは無用…あなたの積んで来た

運気次第…です。今からだって遅くは…

ない のですから 頑張ればなんとかなる

あなた…しか 出来ないことを背負って…

まだまだその道に終わりはない…のかも

あなたの今生での役割…使命…しっかり

果たして還る…還れるのです。あなた…

だからと…神仏さまの「試練
レッスン

」忘れずに

出来ない方には降りてこないもの…です

更なる努力や頑張りを期待…でも大丈夫!

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 何事にも…中途半端な…終わり方

でしたね。もっともっと気づきがあった

はず…ですが ご自分の心に入り込んで

あッと言う間に終わった 一年…でした

今年も更に…手厳しい? 手加減のない年

へと 繋がるのでしょうか それもこれも

あなた次第 です。試されても…大丈夫

な あなた なのに 何をビビっている…

のですか? ご自分の能力…買い被って…

下さい。出来ない‥と 嘆くより…転ん

でもいいから 転ぶ方を 選ぶ事…です。

全般* (あなたが何歳でも…)少しずつ…

大人になって下さい。ご自分の行く末や

人生の目的…そんなことに 意識を向ける

大切なもの・こと 見極められる 心眼を

ご自分の心の向き…確かめて…進むこと

この人生の中で…すでに出逢っている…

まだ出逢っていない…事柄や 人への想い

ご自分の命…を 賭けられる…そんな想い

味わって見て下さい。無い?ってですか…

悲しい人生…ですね しっかり発憤して…

心の向きを 変えてみては? 一年掛けて

全般* いよいよ…決心の年…でしようか

ご自分の役目や…使命…はっきり見えて

いますか いつも同じこと 伝えています

気かつかず過ごして来た方…この後の…

人生 残りの人生で…収支決算でしょうか

少し…手違いが…出るかも知れませんが

それもあり…かもですね。今年が最後の

年…だと決心して「事に仕える」も良い

こと…です。最後だとしたら 誰かの為…

それを忘れないで下さい。あなたの援助

を 待っている方…が いる事 忘れずに…

全般* ここ一番…あなたの力を…必要と

している方の為…何が出来るか…ですよ

物事はたった一つ ではなく 重なって起

きる 起こるもの…です。どれが「誰かの

為」なの?って考えて立ち止まっていては

物事は終わります。あなたの出る幕ない

まま…に。必要な時 必要な様に…瞬時に

判断…それを忘れないで下さい。誰かの

為は あなたご自身の為…でもあるので

すから…「天に財を積む」は 大きな運気

に なって あなたに 戻って 来るのです

「無名天地之始 むめいはてんちのはじめなり」(「福語墨場必携」矢島峰月 編著 日貿出版社 より)
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が『22 年 1 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* 一年を振り返り…心に 頭に

何が去来する…でしょうか

あッと言う間…だった方が 大半…でしょうね

暮れに新年にご自分の心がどう振り返るのか…なんて

考えながら暮らしていないからでも

新年から 今年から 年の暮れに…

後悔しない暮らし方…を。

一年の最後…そして人生の最後…

すべての最後は… きっと皆 同じだと思えるなら…

ご自分の夢…に向かうつもりで

日々をじっくりと想いを込めた一日に…

決意を新たに!!

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 少しずつ…調子づいて…来た と…思ったら…

年末 そして新年 又々調子を崩さないで下さいね

ご自分の「分」に応じた…暮らし方過ごし方

それに「運」の積み方…

あなたは…あなたなりに何か考えがお有りなら…

その事に拘らず…でいいのですが

世間から外れない程度の…冒険…試みて下さい。

今年は「挑戦
チャレンジ

」の年でしょう。

ただ「人と共に」と出ています。

関わり…すべてに於いて大切に

その事…忘れないで…いれば

大丈夫です!

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



全般* 少し…進歩…をです。

ご自分の枠から脱出…です。

何の為の枠…でしょうか ご自分の防御?…でしょうか

そんなにして守るもの…守らなければならないもの

一体何…なんですか

ご自分の拘りは それも含めてご自分暴
あば

き…

ご自身で…です。

人さまに暴
あば

かれたら困るのなら…

しっかりと ご自分の心を裸にしてみる…

誰の心にもある…もの かも知れませんが

何が大切で何に飢えているのか…を

知ることから…始めて見て下さい

全てが見えます。

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

3 月生まれの方



4 月生まれの方

全般* 何かを落とした方…と 辛うじて…

危機を脱出…の方…明暗を分けました。

新しい年が始まったのに…何に拘って…

ご自分の心を亡くしたのか…

少し心残りですが 取りあえず前を向いて…

進む事あなたが出逢っている

「大きな力」に…委ねることが出来る‥

生き方外さずに…今年も心新たに…始めましょう

ご自分育て…を。

還る…その日まで心残り無く進める道…ある方…

幸せですよね。

手を携
たずさ

えて…歩く仲間のある事に

感謝です!

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



5 月生まれの方

全般* 今年何かに「挑戦
チヤレンジ

」の方

かなり遅い出発…ですが

何事もやって見なければ分からないもの…

以前はダメだった出来なかったのに

今回は…思いがけずうまくいった…という

結果に繋がることも 多々あるもの…です。

何歳になっても…人間は変われるものです。

あなたの意識が働き出すと…方向転換も

気持の切り替えも…

すべてが思い通りに…です

だからこそ 頑張って新年に…誓いを…

想いを込めて

心も新たに 今年こそ!!

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



6 月生まれの方

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

全般* 古い衣服や 意識…頑固な考えや…

拘
こだわ

り…すべてを脱ぎ捨てて…

心身共に真っ新
さ ら

な心…想い…ご自分… で…。

誓いを立てて下さい…

新しい年神さまにご挨拶…

「運気の器」もしっかり磨き…ピカピカのあなたで…

始めます…始めましょう。

新しい一年を…今年こそ!!の…

熱意や頑張りを…込めて…

笑顔でご挨拶笑顔に勝る寳
たから

はない…

あなたが変わるあなたが変われば

全てが変わる…のです

それが 春一番の仕事へ繋がるのですよ!!



7 月生まれの方

全般* 「変化の年」「挑戦の年」

ご自分の拘りから開放?…されて

さらなる飛躍へと…繋がる方…立ち止まる…

その事が大切な方…と 二方向へ…

別々?だと見え同じ一つ道…

又 いつか巡り逢う同じ道そう!

誰かの為…は 全てあなたご自身の為…

想いも運気も引き連れて戻って来るのです。

大きな視野で物事の判断をする

その事がご自身の後々の人生の布石に…と

繋がること…少しずつ…

体験も含めて見えて来ました? か

まだまだ…です が

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



8 月生まれの方

全般* 昨年に増して…大変な一年…かも

でも気落ちは無用…

あなたの積んで来た運気次第…です。

今からだって遅くは…ない のですから

頑張ればなんとかなる

あなた…しか 出来ないことを背負って…

まだまだその道に終わりはない…のかも

あなたの今生での役割…使命…

しっかり果たして還る…還れるのです。

あなた…だからと…神仏さまの「試練
レッスン

」忘れずに

出来ない方には降りてこないもの…です

更なる努力や頑張りを期待…

でも大丈夫!

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 何事にも…中途半端な…終わり方でしたね。

もっともっと気づきがあったはず…ですが

ご自分の心に入り込んで

あッと言う間に終わった 一年…でした

今年も更に…手厳しい? 手加減のない年へと

繋がるのでしょうか

それもこれもあなた次第 です。

試されても…大丈夫な あなた なのに

何をビビっている…のですか?

ご自分の能力…買い被って…下さい。

出来ない‥と 嘆くより…転んでもいいから

転ぶ方を 選ぶ事…です。

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* (あなたが何歳でも…)

少しずつ…大人になって下さい。

ご自分の行く末や 人生の目的…

そんなことに 意識を向ける大切なもの・こと

見極められる 心眼を

ご自分の心の向き…確かめて…

進むことこの人生の中で…

すでに出逢っている…まだ出逢っていない…

事柄や 人への想い

ご自分の命…を 賭けられる…

そんな想い味わって見て下さい。

無い?ってですか…悲しい人生…ですね

しっかり発憤して…心の向きを 変えてみては?

一年掛けて

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全全般* いよいよ…決心の年…でしようか

ご自分の役目や…使命…はっきり見えていますか

いつも同じこと 伝えています

気かつかず過ごして来た方…

この後の…人生 残りの人生で…

収支決算でしょうか

少し…手違いが…出るかも知れませんが

それもあり…かもですね。

今年が最後の年…だと決心して

「事に仕える」も良いこと…です。

最後だとしたら 誰かの為…

それを忘れないで下さい。

あなたの援助を 待っている方…が

いる事 忘れずに…

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* ここ一番…あなたの力を…

必要としている方の為…何が出来るか…ですよ

物事はたった一つ ではなく

重なって起きる 起こるもの…です。

どれが「誰かの為」なの?って

考えて立ち止まっていては物事は終わります。

あなたの出る幕ないまま…に。

必要な時 必要な様に…瞬時に判断…

それを忘れないで下さい。

誰かの為は あなたご自身の為…

でもあるのですから…

「天に財を積む」は 大きな運気に なって

あなたに 戻って 来るのです。

『平成 22 年 1 月の運 気
チャンスライン

』


