
冒頭の（今月）…標語

仏の言葉に学ぶ…ということは 私とは何…か を 明らかにすることだ…と いう意味です（凡人のための「禅語入門」中野 東禅 著 幻冬舎）

すなわち物事の本質を見る…ことでもあります。人はそれぞれの生き方や 環境や 考え方の違いを 持っています

その上 全てが 日々 刻々と 変化しているのです。仕事も人間関係も ご自分の心も躰も そして自然界も…何一つ同じものはない

同じ事もない 時間の流れと共に 事態も変化し続け…日々新たであり一瞬の繰り返しであり…流されながら その一瞬に 命を賭け

命を 吹き込みしながら…痕跡
こんせき

の残らない流れゆく時間に 自分を写し出す 儚くて悲しい生き物…。だからこそ仏道に学び…私を知る…のでしょう。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 神仏

か み

さまの「試練
レッスン

」は 考えられ

ない様な 心の隙間を突いて…突如現れ

ます。自身が気づかずいる心の隙間…。

揺らぎなどないと 自身が信じていても

確かに無い…考えられないのに 落ちて

落としてしまうのは 人間の弱さ脆
もろ

さ?

でしょうか そう!…です そんなに弱く

脆
もろ

い生き物なのに何
なん

でも出来 何
なに

にでも

なれる…と 慢心している事…忘れるな

迷うな…真っ直ぐ委
ゆだ

ねて生きろ…自身に

必要な人・場所…それに気づけと仰
おお

せです

全般* 人生は…出逢いと別れが交差して

織りなす一枚の布…あなたが今 何歳でも

たとえばどの坂道…でも 今のこの一瞬

を大切に過ごすことが ご自分の未来…

の為 それは若ければ若いほど未来に…

幸せを招ける…まだ 間に合う人生…です

常に問う…誰かの為は ご自分自身の為…

人生の一瞬を切り取った一枚の写真…の

様に どの瞬間もとても大切な一瞬…です

人の為…使命の為…この言葉があなたの

人生を変える…その事に終始して過ごす

全般* さぁ 切り替え…。考え方・生き方

全てのチェンジ…そして 新しい人生…と

新しい戦い…です。もちろんご自分自身

との…です。神仏
か み

さまは「信じた分だけ

の結果」や もっと「天に財を積む」事で

起きる奇跡にも 遭遇させて下さるのです

そう!です 見つめる先は一つでしたよね

何も考えない…もう愚痴や繰り言は無し

で 進むのです 何も気にする事必要では

なくなるのですから ご自分の躰一つ…

心一つ…で生きられる 不平不満も無し!

全般* 日々精進…ですか 頑張るぞ!何て

気合いをいれずに…肩の力抜いて…そう

あなたはあなた…でいいのですから ただ

ひたすら…も 大切な精進!ですが…少し

後戻りもホントは大事な進歩なんですよ

今 のまま 未来に突っ走るだけじゃなく

人類として今 一度 過去を見つめ直して

これからどこへ行けばいいのか…地球の

未来に心を馳せる 目標を見定めるそんな

時間も必要だと 私達は他の生命を頂いて

身代わりとして生きている事を忘れない

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 最小限度の気づき…大切にして…

あなたの心が変わろうとしなければ運気

は…変わらないのです ここら辺りで…

起死回生…計るための行動を…時間管理

体力の…健康の…管理 というより 日々

ご自分の躰に神経を…心を 掛けること

です それは決して楽な方を選ぶこと…

では ないのですよ 人生は惰性で暮らせ

るほど 世の中甘くない…お分かりです

ね ご自分の支えになるのは人との繋が

り…それが大切な「使命」へと続く…!!

全般* 少しの手違いは…容赦せず…次の

欠落へと…です。常に神経を張って事に

当たるを忘れない! 大きな目標・夢…を

人生に抱
いだ

いていても…今は 少し先見つめ

小さな事を片付けながら…進む…事です

ご自分の小さな欲望に惑
まど

わされず…本物

の「夢」の為…頑張れる人だけが真の…

勝者と…なれるのです。せっかく頂いた

この世のご縁…生まれて来たこと…大切

な人に出逢っている事…条件が整ってい

るなら「自分と戦う為の人生」満喫
まんきつ

です

全般* 「6月生まれ」に続き…あなたも…

「自分と戦う為の人生」楽しんでますか

お年齢
と し

にもよりますが 今 目の前の事…

仕事・家庭・人間関係など諸々の事に…

振り回されて…本当の目的を忘れないで

下さいね 勿論 一つずつ片付ける事です

が 同時進行で「使命」もそして冒頭の文

のように 本当の意味で自身との大いなる

戦いが…。 待ってはくれないのですよ

今 あなたは最後の「舞台
リング

」?それとも…

何ラウンド?目…残された時間 頑張ろう!

全般* 「管理」が 今月の「キーワード」

仕事・家庭・対人関係…いろいろですが

ご自分の健康管理も…含まれている…の

ですよ 人は働いて いてこそ 人間として

の 値打ちあり…です。押し寄せて来る波

忙しさに惑
まど

わされて ご自分の力
ちから

が発揮

出来ていない‥のでは 少し…立ち止まる

それはしゃがむ…のとは違いますが 心に

頭に余裕…を持つ…事です。骨休めも…

今世で やり残しのない様に…頑張るのも

いいのですが 生きていて「なんぼ」です

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 「8月生まれ」と同じく「管理」

が「キーワード」です。が 少し 範囲に

「?」…です。ご自分の心・その働き…

そして「後
あと

見よ そわか」だけじゃなく

きっと「途中も 見よ そわか」…気づけ

なければ 手順を 決まった流れにする…

出来ないことなどない…という事…認識

ど頭
たま

に・心に叩き込む…ぶち込む…の

です。それ位 根性据えなければあなた

は変われない…ほど 弛
たる

んで生きている

のです。生まれ変われる機会
チャンス

…頂いている

全般* 「天に財」を積めて?いても…すぐ

傍から落ちていく…それは気の緩みです

仕事や対人関係に疲れた…ご自分を癒や

す?為…という 甘えがちらほら…それが

緩みにと…何事も「受けて立つ」位の…

根性 あなたは無いと…勝手に決めつけて

ご自分を弱者に仕立て上げている事に…

気づきませんか…自分で決めた「枠」は

ご自分しか外せない…事にも気づかず…

キリキリと縮まる呪縛
じゅばく

… 辛いですよね

大丈夫じゃないけれども大丈夫にしましょう!!

全般* 「生かされている」…という事…

そして目指すものは何…という問い掛け

ご自分が命を燃やして取り組んで来た事

掛け替えのない人生の一瞬・一瞬の時間

心に刻み込んで終焉へと…。それが人生

ならこの一瞬を大切にして最後の最後…

まで…戦いの手を抜かないで…走り続け

たいものですね。そして去り際までも…

他への配慮を忘れずに…係わりの全てに

対して幸多かれ…繁栄あれ…との祈りを

忘れずに…理想 で 終わらせない生き方!

全般* 精神的支柱は何…との問い掛けに

あなたの答えは何と…。常に変わらぬ心

大事にしたい「想い」…静かにご自分の

心に分け入ってちょっと「瞑想・迷想?」

人生は…いろいろなトラブルに見舞われ

ます…ご自分が引き起こした事や…他か

らの 降って湧いた様な災難…思いがけな

いぶっつかり…。日々の繰り返しの中で

あなたの考え方を問われたり…生き方に

「?」を持ったり…しながら「トラブル」

と共に…人は大人になっていくものです

「仏道をならふといふは 自己をならふなり」道元禅師

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『22 年 3 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* 神仏
か み

さまの「試練
レッスン

」は 考えられない様な

心の隙間を突いて…突如現れます。

自身が気づかずいる心の隙間…。

揺らぎなどないと 自身が信じていても

確かに無い…考えられないのに

落ちて落としてしまうのは

人間の弱さ脆
もろ

さ? でしょうか

そう!…です そんなに弱く脆
もろ

い生き物なのに

何
なん

でも出来 何
なん

にでも なれる…と 慢心している事…

忘れるな 迷うな…真っ直ぐ委
ゆだ

ねて生きろ…

自身に必要な人・場所…

それに 気づけと仰
おお

せです

『平成 22 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 人生は…出逢いと別れが交差して織りなす

一枚の布…あなたが今 何歳でも

たとえばどの坂道…でも

今のこの一瞬を大切に過ごすことが

ご自分の未来…の為

それは若ければ若いほど未来に…幸せを招ける…

まだ 間に合う人生…です

常に問う…誰かの為は ご自分自身の為…

人生の一瞬を切り取った一枚の写真…の様に

どの瞬間もとても大切な一瞬…です

人の為…使命の為…

この言葉があなたの人生を変える…

その事に終始して過ごす

『平成 22 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* さぁ 切り替え…。考え方・生き方

全てのチェンジ…そして 新しい人生…と

新しい戦い…です。

もちろんご自分自身との…です。

神仏
か み

さまは「信じた分だけの結果」や

もっと「天に財を積む」事で起きる奇跡にも

遭遇させて下さるのです

そう!です 見つめる先は一つでしたよね

何も考えない…もう愚痴や繰り言は無しで 進むのです

何も気にする事必要ではなくなるのですから

ご自分の躰一つ…心一つ…で生きられる

不平不満も無し!

『平成 22 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 22 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 日々精進…ですか 頑張るぞ!

何て気合いをいれずに…肩の力抜いて…

そうあなたはあなた…でいいのですから

ただひたすら…も 大切な精進!ですが…

少し後戻りもホントは大事な進歩なんですよ

今 のまま 未来に突っ走るだけじゃなく

人類として今 一度 過去を見つめ直して

これからどこへ行けばいいのか…

地球の未来に心を馳せる

目標を見定めるそんな時間も必要だと

私達は他の生命を頂いて

身代わりとして生きている事を忘れない



『平成 22 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 最小限度の気づき…大切にして…

あなたの心が変わろうとしなければ

運気は…変わらないのです

ここら辺りで…起死回生…計るための行動を…

時間管理体力の…健康の…管理 というより

日々ご自分の躰に神経を…

心を 掛けることです

それは決して楽な方を選ぶこと…では ないのですよ

人生は惰性で暮らせるほど 世の中甘くない…

お分かりですね

ご自分の支えになるのは人との繋がり…

それが大切な「使命」へと続く…!!



『平成 22 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 少しの手違いは…容赦せず…

次の欠落へと…です。

常に神経を張って事に当たるを忘れない!

大きな目標・夢…を人生に抱
いだ

いていても…

今は 少し先見つめ小さな事を片付けながら…

進む…事です

ご自分の小さな欲望に惑
まど

わされず…

本物の「夢」の為…頑張れる人だけが

真の…勝者と…なれるのです。

せっかく頂いたこの世のご縁…生まれて来たこと…

大切な人に出逢っている事…

条件が整っているなら「自分と戦う為の人生」

満喫
まんきつ

です



『平成 22 年 3 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」に続き…

あなたも…「自分と戦う為の人生」楽しんでますか

お年齢
と し

にもよりますが 今 目の前の事…

仕事・家庭・人間関係など

諸々の事に…振り回されて…

本当の目的を忘れないで下さいね

勿論 一つずつ片付ける事ですが

同時進行で「使命」もそして冒頭の文のように

本当の意味で自身との大いなる戦いが…。

待ってはくれないのですよ

今 あなたは最後の「舞台
リ ン グ

」?

それとも…何ラウンド?目…

残された時間 頑張ろう!



8 月生まれの方

全般* 「管理」が 今月の「キーワード」

仕事・家庭・対人関係…いろいろですが

ご自分の健康管理も…含まれている…のですよ

人は働いて いてこそ

人間としての 値打ちあり…です。

押し寄せて来る波忙しさに惑
まど

わされて

ご自分の力
ちから

が発揮出来ていない‥のでは

少し…立ち止まる

それはしゃがむ…のとは違いますが

心に頭に余裕…を持つ…事です。

骨休めも…今世で やり残しのない様に…

頑張るのもいいのですが

生きていて「なんぼ」です

『平成 22 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 「8 月生まれ」と同じく

「管理」が「キーワード」です。

が 少し 範囲に「?」…です。

ご自分の心・その働き…

そして「後
あと

見よ そわか」だけじゃなくきっと

「途中も 見よ そわか」…

気づけなければ 手順を 決まった流れにする…

出来ないことなどない…という事…認識

ど頭
たま

に・心に叩き込む…ぶち込む…のです。

それ位 根性据えなければ

あなたは変われない…ほど

弛
たる

んで生きているのです。

生まれ変われる機会
チャンス

…頂いている

『平成 22 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 「天に財」を積めて?いても…

すぐ傍から落ちていく…それは気の緩みです

仕事や対人関係に疲れた…

ご自分を癒やす?為…という 甘えがちらほら…

それが緩みにと…何事も「受けて立つ」位の…根性

あなたは無いと…勝手に決めつけて

ご自分を弱者に仕立て上げている事に…

気づきませんか…

自分で決めた「枠」はご自分しか外せない…事にも

気づかず…キリキリと縮まる呪縛
じゅばく

…

辛いですよね

大丈夫じゃないけれども 大丈夫にしましょう!!

『平成 22 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 「生かされている」…という事…

そして目指すものは何…という問い掛け

ご自分が命を燃やして取り組んで来た事

掛け替えのない人生の一瞬・一瞬の時間

心に刻み込んで終焉へと…。

それが人生ならこの一瞬を大切にして

最後の最後…まで…戦いの手を抜かないで…

走り続けたいものですね。

そして去り際までも…他への配慮を忘れずに…

係わりの全てに対して幸多かれ…

繁栄あれ…との祈りを忘れずに…

理想 で 終わらせない生き方!

『平成 22 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 精神的支柱は何…との問い掛けに

あなたの答えは何と…。

常に変わらぬ心大事にしたい「想い」…

静かにご自分の心に分け入って

ちょっと「瞑想・迷想?」人生は…

いろいろなトラブルに見舞われます…

ご自分が引き起こした事や…

他からの 降って湧いた様な災難…

思いがけないぶっつかり…。

日々の繰り返しの中で

あなたの考え方を問われたり…

生き方に「?」を持ったり…しながら

「トラブル」と共に…人は

大人になっていくものです

『平成 22 年 3 月の運 気
チャンスライン

』


