
頭の（今月）…標語

生まれた時の性質や性差は みんな 似たようなもので 大きな差はない…その後の習慣や学習…教育や環境の違いで差が開く…。

それは 環境や 習慣の恐ろしさを 言い表しているのでしょう 私たちが育った環境…は 取り戻せない 戻れない…のですが でも…

いつ…どの時点 でも やり直せます「私たちは 自分と戦うために 生まれて来たのです。」そのこと…忘れないで日々を送りたいもの…です。

そう考えると…子育て とは 大変な事業?…ですよね 我が子が世の中で迷わないように…自分自身と闘える根性を育ててやる…事

それは名門校や 学校教育…だけじゃなく…大切な「心の問題」をしっかりと植え付ける こと。 と… 見受けたり!! …。です

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* もう2月…ですね 何事もあっと言

う間ですが 年頭に心に秘めた事…決め

た事…少しずつ進めていますか ご自分

の生き方の点検
チェック

も含めて…。 本を読む

セミナーを受ける…なども大切…ですが

要らない智慧…蓄えて講釈ばかり宣
のたも

う

実質忘れにならない様…。理屈で解決…

など無いと心して下さい 真摯
しんし

な心で…

相手と向き合う…聴く…事を忘れない

心の…想いの向こうを読み取れる…等と

高慢な思い込みを捨ててあなたが謙虚に

全般* 少しずつ…又 調子を取り戻しつつ

ありますか 今年のあなたの役目…仕事や

趣味…だけじゃなく…年齢から?いっても

「使命」に力を…と出ています…が 気づ

いていますか 誰かの為…を大切にして…

それに重きを置いて過ごして下さい 来
きた

る

年に（年頭から…来年の話で…鬼が大笑い?）大きな

福に繋がるよう…頑張ろうよね 一家の

安泰や隆昌…だけじゃなくご自身の変化

にも…あなたが変われば周りにも変化の

兆
きざ

しが…大丈夫!もう 一踏ん張りしよう!

全般* あなたの生きる目的…は一体何…?

その目的がはっきりすれば…全ての行為

や 起こり得る「試練
レッスン

」に意味が生まれ

辛くても…落ち込んでも…何が何でも…

乗り越えなければ!…という「生きる力」

「強い力」が沸いてくる…のでしょう。

目的や夢…がなく ただ単に時間の流れに

任せて 漂う様な そんな人生…どこかで

吹っ切らねば…人生にはいろんな出逢い

があります…が あなたとのこの出逢いは

何の為 なんでしょう 考えてみて下さい

全般* 人格は 他者によって 作られる…

って言います その反対車線で…あなたも

誰かの為…きっと 何らかの力を 発して

「鏡」の役目?を担
にな

っている…のでしょう

しっかりと「誰かのため…」を演じ続け

られる様…に 日々の精進を…。何～んて

格好つけるのではなく…か～るく軽く…

肩の力抜いて ゆるゆるの あなたで 対面

です。全てのことに…です。ガチガチと

音のしそうなロボットの様な…頭や考え

躰…心…ご自分を脱
ぬ

ぐ…のです 大丈夫!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 「後戻り も 大事な進歩」すこし

だけ 心を「後戻り」…させる・させて

見る…のも 大きな進歩に 繋がる気が…

するのです。頑張る・頑張れる そんな

あなたの気合いや心意気…も大切ですが

進み行く目標を…見定められたならただ

やみくもに未来に突っ走るだけじゃなく

必要だと思えるもの見つめ直して…心を

一点に集中…させて 邁進
まいしん

…です 今

あなたが直面している事柄「誰かの為」

は 自分自身に返ってくる「福運」です

全般*「過去と未来」の交差点…それが卒

業なら…。君は・あなたは 今 真
ま

っ直中
ただなか

?

それとも もう通り過ぎた…のでしょうか

それぞれの 年齢に相応
ふさわ

しい 人生航路を

真っ直ぐに進む・進めること。頑張る…

からこそ…降りてくる人生の夢 掴める!!

「使命」や「定
さだ

め（それは宿命…）」ご自身

が 選んで生まれてきた家族…この後…又

選ぶ であろう新しい家族（伴侶）それも…

選び済みの方…年齢・生き方は様々…なれど

想いは一つ 「誰かの為」それが大きな夢…

全般* 「苦渋・経験」「偶然・出逢い」

「運気・宿命」すべては「輪廻転生」…

していて 何一つの外れもなく精密…です

外れること…許されない?…のでしょうか

たまに 外れる人生を選ぶ方も…それはそ

れで大変苦難な人生…でしょう さて

神仏
か み

さまの思惑
おもわく

通りの道…選んでいても

もちろん苦難は…つきものです…が七月

生まれは「楽しめるタイプ」だ そうです

それが苦しいと感じる様では…あなたが

あなたとして 生かされていない?のです

全般* 年の暮れから新年に掛けての変化

心・躰 だけじゃなく…です。年齢にもよ

りますが…今年「天の財」積める方と…

「天の財」使える方…と。この分かれは

生き方・積み方の違い…でしょう。苦難

に耐える…のではなく…ご自分の人生を

楽しみ 感謝を忘れなかったか が別れ道

苦労とは…人間を育てる「機会
チャンス

」です。

すべてのものに感謝…していれば…愚痴

はない のです。私たちは「自分と戦う」

為 生まれて来た事 忘れないで!下さい

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* さて九月生まれ…ですが 今年も

楽しくて・大変な一年になりそうです。

あなたが…「心して生きる」それ以外に

道はありません。立ち止まらない・考え

ない…ただひたすら 指し示される通り

決められた道…です。あなたが吐いた…

言葉…を きっと試される…のでしょう

「委ねる…事」その言葉通り生きて見せ

られるかな?…と。何があっても起こっ

ても…ブレないご自分です。心に浮かぶ

「?」消して生きられますか さぁどうする!!

全般* 波乱を含んだ年明け…だった方も

ホントの意味で始まった…のです 少し

余裕を持てるように心を開いてみる…事

何事にも謙虚…を忘れないでいて下さい

進む道・進んで来た道…振り返るのでは

なく…新しい事に「挑戦の年」でもあり

ます その事 生かして何かご自分を変え

る…事にも 心を馳せるのです 人生には

波乱という付録 がいっぱい…です 本誌

だけ…を選べないなら 付録を楽しむ術
すべ

会得
えとく

する 全ては感謝から生まれるのです

全般* 思うように仕事が出来る環境とは

水が よどみなく うまく流れていく様に

すること…でしょう…うまく流れない…

部分があれば…それが 滞
とどこお

りになる…

必然でしょう。人の心も…運気も…澱
よど

み

なく…が理想です ご自分の心…だけじゃ

なく 環境にも配慮…心配
こころくば

りがなされて

始めて何か…形が作られる・形になる…

のかも…。運気を注入して…形にする…

そんな流れが見えます…先送りせず直視

でしょうか あなた…が 主役…最後の…?

全般* あなたに取って 先月の「試練
レッスン

」は

何を意味していたのでしょう。1月号…に

『物事はたった一つ ではなく 重なって

起きる…起こるもの』…と。ご自分の心

を優先させると 他が みえなくなります

私たちは…他人と共に 生きています。

関わり方ではなく この「生命
いのち

」は…単独

では 存在…しないのです。動・植物すべ

てを含めて…共に生きているのです

「共に在る」事 次世代に伝えられるのが

「大人」であると 忘れないでいて下さい

子
し

曰
のたま

わく「性
せい

相近
あいちか

し、習
なら

い 相遠
あいとお

し」論語 孔子（前５５１～前４７９）

公
こう

子
し

唯
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が『22 年 2 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む
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テキストボックス
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* もう 2 月…ですね 何事もあっと言う間ですが

年頭に心に秘めた事…決めた事…

少しずつ進めていますか

ご自分の生き方の点検
チェック

も含めて…。

本を読むセミナーを受ける…なども大切…ですが

要らない智慧…蓄えて講釈ばかり宣
のたも

う

実質忘れにならない様…。

理屈で解決…など無いと心して下さい

真摯
し ん し

な心で…相手と向き合う…聴く…事を忘れない

心の…想いの向こうを読み取れる…等と

高慢な思い込みを捨てて

あなたが謙虚に

『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 少しずつ…又 調子を取り戻しつつありますか

今年のあなたの役目…仕事や趣味…だけじゃなく…

年齢から?いっても「使命」に力を…と

出ています…が 気づいていますか

誰かの為…を大切にして…

それに重きを置いて過ごして下さい

来
きた

る年に（年頭から…来年の話で…鬼が大笑い?）

大きな福に繋がるよう…頑張ろうよね

一家の安泰や隆昌…だけじゃなく

ご自身の変化にも…あなたが変われば

周りにも変化の兆
きざ

しが…

大丈夫!もう 一踏ん張りしよう!

『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* あなたの生きる目的…は一体何…?

その目的がはっきりすれば…全ての行為や

起こり得る「試練
レッスン

」に意味が生まれ辛くても…

落ち込んでも…何が何でも…乗り越えなければ!…

という「生きる力」「強い力」が沸いてくる…のでしょう。

目的や夢…がなく ただ単に時間の流れに任せて

漂う様な そんな人生…

どこかで吹っ切らねば…

人生にはいろんな出逢いがあります…が

あなたとのこの出逢いは何の為 なんでしょう

考えてみて下さい

『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 人格は 他者によって 作られる…って言います

その反対車線で…あなたも誰かの為…

きっと 何らかの力を 発して「鏡」の役目?を

担
にな

っている…のでしょう

しっかりと「誰かのため…」を演じ続けられる様…に

日々の精進を…。

何～んて格好つけるのではなく…

か～るく軽く…肩の力抜いて

ゆるゆるの あなたで 対面です。

全てのことに…です。

ガチガチと音のしそうなロボットの様な…

頭や考え躰…心…ご自分を脱
ぬ

ぐ…のです

大丈夫!



『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 「後戻り も 大事な進歩」

すこしだけ 心を「後戻り」…させる・させて見る…のも

大きな進歩に 繋がる気が…するのです。

頑張る・頑張れる そんなあなたの気合いや

心意気…も大切ですが

進み行く目標を…見定められたなら

ただやみくもに未来に突っ走るだけじゃなく

必要だと思えるもの見つめ直して…

心を一点に集中…させて 邁進
まいしん

…です

今あなたが直面している事柄

「誰かの為」は 自分自身に返ってくる「福運」です



『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 「過去と未来」の交差点…それが卒業なら…。

君は・あなたは 今 真
ま

っ直中
ただなか

?

それとも もう通り過ぎた…のでしょうか

それぞれの 年齢に相応
ふ さ わ

しい 人生航路を

真っ直ぐに進む・進めること。

頑張る…からこそ…降りてくる人生の夢 掴める!!

「使命」や「定
さだ

め（それは宿命…）」

ご自身が 選んで生まれてきた家族…

この後…又 選ぶ であろう新しい家族（伴侶）

それも… 選び済みの方…年齢・生き方は

様々…なれど 想いは一つ

「誰かの為」それが大きな夢…



『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 「苦渋・経験」「偶然・出逢い」「運気・宿命」

すべては「輪廻転生」…していて

何一つの外れもなく精密…です

外れること…許されない?…のでしょうか

たまに 外れる人生を選ぶ方も…

それはそれで大変苦難な人生…でしょう

さて 神仏
か み

さまの思惑
おもわく

通りの道…選んでいても

もちろん苦難は…つきものです…が

七月 生まれは「楽しめるタイプ」だ そうです

それが苦しいと感じる様では…

あなたが あなたとして

生かされていない?のです



8 月生まれの方

全般* 年の暮れから新年に掛けての変化

心・躰 だけじゃなく…です。

年齢にもよりますが…今年「天の財」積める方と…

「天の財」使える方…と。

この分かれは生き方・積み方の違い…でしょう。

苦難に耐える…のではなく…

ご自分の人生を楽しみ

感謝を忘れなかったか が別れ道

苦労とは…人間を育てる「機会
チャンス

」です。

すべてのものに感謝…していれば…

愚痴はない のです。

私たちは「自分と戦う」為 生まれて来た事

忘れないで!下さい

『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* さて九月生まれ…ですが

今年も楽しくて・大変な一年になりそうです。

あなたが…「心して生きる」

それ以外に道はありません。

立ち止まらない・考えない…

ただひたすら 指し示される通り

決められた道…です。

あなたが吐いた…言葉…を

きっと試される…のでしょう

「委ねる…事」その言葉通り生きて

見せられるかな?…と。

何があっても起こっても…ブレないご自分です。

心に浮かぶ「?」消して生きられますか

さぁどうする!!

『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 波乱を含んだ年明け…だった方も

ホントの意味で始まった…のです

少し余裕を持てるように心を開いてみる…事

何事にも謙虚…を忘れないでいて下さい

進む道・進んで来た道…振り返るのではなく…

新しい事に「挑戦の年」でもあります

その事 生かして何かご自分を変える…事にも

心を馳せるのです

人生には波乱という付録 がいっぱい…です

本誌だけ…を選べないなら

付録を楽しむ術
すべ

会得
え と く

する

全ては感謝から生まれるのです

『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 思うように仕事が出来る環境とは

水が よどみなく

うまく流れていく様にすること…でしょう…

うまく流れない…部分があれば…

それが 滞
とどこお

りになる…必然でしょう。

人の心も…運気も…澱
よど

みなく…が理想です

ご自分の心…だけじゃなく 環境にも配慮…

心配
こころくば

りがなされて始めて何か…

形が作られる・形になる…のかも…。

運気を注入して…形にする…

そんな流れが見えます…

先送りせず直視でしょうか

あなた…が 主役…最後の…?

『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* あなたに取って 先月の「試練
レッスン

」は

何を意味していたのでしょう。

1 月号…に『物事はたった一つ ではなく

重なって起きる…起こるもの』…と。

ご自分の心を優先させると 他が みえなくなります

私たちは…他人と共に 生きています。

関わり方ではなく この「生命
い の ち

」は…

単独では 存在…しないのです。

動・植物すべてを含めて…共に生きているのです

「共に在る」事 次世代に伝えられるのが

「大人」であると 忘れないでいて下さい

『平成 22 年 2 月の運 気
チャンスライン

』


