
冒頭の（今月）…標語

3月 12 日は 大平正芳元首相の生誕 100 年…だったそうです（新聞記事より）生前よく…「在素知贅
ざ い そ ち ぜ い

」という言葉を揮毫
き ご う

された…

と 同じく記事にありました。「シンプル・ライフ・アンド・ハイ・シンキング」 思想は高く 暮らしは質素に…の 漢語版だ そうです。

大平氏は…自分を応援して下さった方を（中小企業経営者…の方…だったと思いました…が）訪問される時…会社のかなり手前で…車を降りて

そこから歩いて尋ねられた…という逸話を…読んだことがありました。偉くなっても大きな車に乗っていても玄関に乗り付けたりなさらなかった

何時も変わらぬ謙虚さを保ち わきまえて生きること。簡単そうで…難しいです せめて「 志
こころざし

は高く 暮らしは質素に…」位は守りたいですね。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 頂上に至る道は 何本もあります

人の数だけ…人生の数もあるのでしょう

でも あなたは あなたの人生を…歩む…

ご自分が選んで ご自分が自分と戦う…

ための人生の…はず…ですよね…それな

のに ご自分自身を吹っ切れなくて何が

人生…ですか ぐずぐず考えていても…

ラチはあかないのです その事すら百も

承知…ですよね 生き直し…なんてない

ひたすら精進のみ…全ての方が…頂上に

辿り着く…とは 限らないのです からね

全般* 体調管理怠
おこた

っていませんか 何に

負けて 止
とど

まること 出来ないのですか

ある意味…1月生まれと同じでご自分との

勝負…投げ出していませんか 投げ出した

時点で…ご自分が壊
こわ

れる…と 感じていて

下さい。何かに繋がる…その事 とても

大切…なことです。ご自分だけで人生を

渡っていけるなんて…不遜
ふそん

な考え捨てて

誰かのため…や 誰かと共に…と 心を…

他との繋がりを 大切にして暮らすこと…

今まで以上の関わり方…求められている!

全般* ご自分の心 静かに眺める…そんな

時間を持つ 努力重ねて下さい。ご自分…

しかない…なんて悲しい心ですよね 他を

顧
かえり

みられる「余裕」を…心に残して

こそ 社会との調和や 本当の意味での…

人生が始まるのです。私は独
ひと

り…なんて

閉じこもる事より 人生は 人と共にある

の…です。いたって寂しがりのあなたに

強くあれ…と言うのは酷
こく

? それを卒業…

するから 大人になれる…のです 大丈夫!

では ないけれど 大丈夫にしたいですね!

全般* 事態に変化? 善きにつけ悪
あ

しきに

つけ 何かが動き…何かが壊れる? のかも

どんな事態になっても…動揺せず 落ちつ

いて対処を…する事。出来る・出来ます

何があっても大丈夫!にして生きていく事

それも 出来る・出来ます。物事が起こら

ない事…願うことも 大切…ですが 人生

は 一筋縄ではいかないもの…です。全て

に万全であれ…と考え 願う心を 育てる

それも 大切!! どちらにしても…あなた

が あなたである…それがブレない事です

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 外したらダメ…が いっぱいです

それは即
すなわ

ち…危険がいっぱいと言う事

でしょう 何となく…。過ぎて行く…。

そんな日々は 勿体
もったい

ない…の一言に尽
つ

き

るのです……気づいていますか。人生の

大半を…「しょうがない」という言葉で

捨てていること…「人身
じんしん

受
う

け難
がた

し」と

仏法では 教えています。人間に生まれ

て来る…その事すら奇跡…に近いのに…

こうして出逢っていても…向きを変えら

れない? 何と 罪深い事…なのでしょう

全般* 一瞬を大切に…常に言い続けて…

来た言葉です。ご自分の人生…あなたの

もの…です。手抜きをしたら…それだけ

のものしか…手に入らないのです。心や

頭の中に どれだけの思いを込めて生き

ているのか…もう一度 ご自分自身に…

問い直して下さい。「ガイド」をザッと

目を通した位で 理解出来る‥そんなに…

賢い…と 自惚
うぬぼ

れないで 何事にも謙虚に

生きること です。「後
あと

みよソワカ」です

小さな事でも 全てが 運気に繋がります!

全般* 何度となく…訪れる 心の揺
ゆ

れ…何

に 心揺
ゆ

らして 何に揺らいで…いるの…

いえ 揺らがない人…だったはず…でした

心を 座り込ませていては「声」は聞こえ

ないでしょう そう! あなたのやるべき

事…やらねばならない事 そこから外
はず

れら

れないと…ご自分が 一番ご存じのはず

人生はその為…だけ…にある事も…です

あなたの心の杞憂
きゆう

は…動く事・働く事で

取り払われる…でしょう。取りあえず…

動く…ダメ元…です。頑張れば結果に…!

全般* 「お陰さま…」です。そんな言葉

忘れないで下さい。何か…少し外
はず

した方

も…。人それぞれに運気が動き始めてい

ます。春の日差しと共に…ご自分の中で

目覚めた・忘れていた 思い…でしょう。

忘れず 大切にして下さい。それはきっと

本当に大切な「想い」…なのに いつの間

にか…。で 終わらせた・終わらせていた

事かも…ご自分の人生…それが無しでは

有り得なかった…と 終焉
しゅうえん

を迎える時に

気づく・気づきたくない…でしょうから

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* いつも…いつも 思う…事ですが

どうして そんなに際々
きわきわ

の処に佇
たたず

んで

いるの…ですか 心や頭が揺れる…揺ら

ぐ浮き沈みがある…のは どなたも同じ

ですが あなたに至
いた

っては その差…が

並…ではない 調整不可能…なんでしょ

うか そのまま進めば…いつか沈没
ちんぼつ

…

の方も脅
おど

しではありません。危惧
き ぐ

して

いるのです。心の揺れが違う形で出る方

それは頭の働きが著しく鈍
にぶ

る…仕事の

種類や 業種によっては…致命傷
ちめいしょう

…です

全般* 善くも悪くもご自身の考え方次第

だった方が…少し…ブレ出して います。

何か心に届かない事・もの・あるのは…

目に見える・見えている…と言う事から

ご自分の判断が働きだした…のでしょう

綺麗?・汚い の…判断基準がブレ出した?

ご自分を信じられない方…逆に自分しか

無い方…この世は 独りでは生きられない

とお分かり?…人の考えはそれぞれですが

人の為…が無くては 生きる意味はない…

委ね・信じ・道一筋なら迷いは ないはず

全般* 誰かの役に立つ…人生で一番大切

分かっていても…何をすればいいのか…

と 迷うもの…です が 簡単です 人の話

を聞く…それが職場・家庭・親友・でも

それ以外にも…出逢いの中にも埋もれて

ます…今日も明日も 元気で にこやかに

運気を積めるなら…それ位なら…誰にで

も出来 それで事足りる…のなら 簡単!!

でしょう。でも 人間はそれすらも出来な

くて…それにも…気づかなくて…日々過

ぎていく…少し…変わる…少し 改める ?

全般* 何か…少し…頑張んなきゃ…って

思いませんか そう 忙しさに紛れて落と

している事あるでしょうね だってぇ～

って声…聞こえそうですが ご存じですか

でも・だけど・だってぇ～・は 人生の…

「消しゴム」…でしたよね あなたが…

あなたで…なくてはダメな事…山ほど…

あること 忘れないでいて下さいね。分か

っていれば 気を抜いていられないはず…

せめて「ガイド」に書かれている時位…

その月くらいは…頑張んなきゃ～ですよ

「 在
ざい

素
そ

知
ち

贅
ぜい

」大平 正芳 元総理大臣の「揮毫」より

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『22 年 4 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む

wakuda_tsutomu
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* 頂上に至る道は 何本もあります

人の数だけ…人生の数もあるのでしょう

でも あなたは あなたの人生を…歩む…

ご自分が選んで ご自分が自分と戦う…ための

人生の…はず…ですよね…

それなのに ご自分自身を吹っ切れなくて

何が人生…ですか

ぐずぐず考えていても…ラチはあかないのです

その事すら百も承知…ですよね

生き直し…なんてない

ひたすら精進のみ…

全ての方が…頂上に辿り着く…とは

限らないのです からね

『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 体調管理怠
おこた

っていませんか

何に負けて 止
とど

まること 出来ないのですか

ある意味…1月生まれと同じで

ご自分との勝負…投げ出していませんか

投げ出した時点で…ご自分が壊
こわ

れる…と

感じていて下さい。

何かに繋がる…その事 とても大切…なことです。

ご自分だけで人生を渡っていけるなんて…

不遜
ふ そ ん

な考え捨てて誰かのため…や 誰かと共に…と

心を…他との繋がりを 大切にして暮らすこと…

今まで以上の関わり方…求められている!

『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* ご自分の心 静かに眺める…

そんな 時間を持つ 努力重ねて下さい。

ご自分…しかない…なんて悲しい心ですよね

他を顧
かえり

みられる「余裕」を…心に残して こそ

社会との調和や 本当の意味での…

人生が始まるのです。

私は独
ひと

り…なんて閉じこもる事より

人生は 人と共にあるの…です。

いたって寂しがりのあなたに強くあれ…と言うのは酷
こ く

?

それを卒業…するから 大人になれる…のです

大丈夫!では ないけれど

大丈夫にしたいですね!

『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 事態に変化? 善きにつけ悪
あ

しきにつけ

何かが動き…何かが壊れる? のかも

どんな事態になっても…動揺せず

落ちついて対処を…する事。出来る・出来ます

何があっても大丈夫!にして生きていく事

それも 出来る・出来ます。

物事が起こらない事…願うことも 大切…ですが

人生は 一筋縄ではいかないもの…です。

全てに万全であれ…と考え 願う心を 育てる

それも 大切!!

どちらにしても…あなたが あなたである…

それがブレない事です



『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 外したらダメ…が いっぱいです

それは即
すなわ

ち…危険がいっぱいと言う事でしょう

何となく…。過ぎて行く…。

そんな日々は 勿体
もったい

ない…の一言に尽
つ

きるのです……

気づいていますか。人生の大半を…

「しょうがない」という言葉で捨てていること…

「人身
じんしん

受
う

け難
がた

し」と仏法では 教えています。

人間に生まれて来る…

その事すら奇跡…に近いのに…

こうして出逢っていても…向きを変えられない?

何と 罪深い事…なのでしょう



『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 一瞬を大切に…

常に言い続けて…来た言葉です。

ご自分の人生…あなたのもの…です。

手抜きをしたら…それだけのものしか…

手に入らないのです。

心や頭の中に どれだけの思いを込めて

生きているのか…もう一度 ご自分自身に…

問い直して下さい。

「ガイド」をザッと目を通した位で

理解出来る‥そんなに…賢い…と

自惚
う ぬ ぼ

れないで 何事にも謙虚に生きること です。

「後
あと

みよソワカ」です

小さな事でも 全てが 運気に繋がります!



『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 何度となく…訪れる 心の揺
ゆ

れ…

何に 心揺
ゆ

らして 何に揺らいで…いるの…

いえ 揺らがない人…だったはず…でした

心を 座り込ませていては「声」は聞こえないでしょう

そう! あなたのやるべき事…

やらねばならない事 そこから外
はず

れられないと…

ご自分が 一番ご存じのはず

人生はその為…だけ…にある事も…です

あなたの心の杞憂
き ゆ う

は…動く事・働く事で

取り払われる…でしょう。

取りあえず…動く…ダメ元…です。

頑張れば結果に…!



8 月生まれの方

全般* 「お陰さま…」です。

そんな言葉忘れないで下さい。

何か…少し外
はず

した方も…。

人それぞれに運気が動き始めています。

春の日差しと共に…ご自分の中で

目覚めた・忘れていた 思い…でしょう。

忘れず 大切にして下さい。

それはきっと本当に大切な「想い」…なのに

いつの間にか…。

で 終わらせた・終わらせていた事かも…

ご自分の人生…それが無しでは

有り得なかった…と 終焉
しゅうえん

を迎える時に

気づく・気づきたくない…でしょうから

『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* いつも…いつも 思う…事ですが

どうして そんなに際々
きわきわ

の処に

佇
たたず

んでいるの…ですか

心や頭が揺れる…揺らぐ浮き沈みがある…のは

どなたも同じですが あなたに至
いた

っては

その差…が並…ではない

調整不可能…なんでしょうか

そのまま進めば…いつか沈没
ちんぼつ

…の方も

脅
おど

しではありません。危惧
き ぐ

しているのです。

心の揺れが違う形で出る方

それは頭の働きが著しく鈍
にぶ

る…

仕事の種類や 業種によっては…

致命傷
ちめいしょう

…です

『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 善くも悪くもご自身の考え方

次第だった方が…

少し…ブレ出して います。

何か心に届かない事・もの・あるのは…

目に見える・見えている…と言う事から

ご自分の判断が働きだした…のでしょう

綺麗?・汚い の…判断基準がブレ出した?

ご自分を信じられない方…逆に自分しか無い方…

この世は 独りでは生きられないとお分かり?…

人の考えはそれぞれですが

人の為…が無くては 生きる意味はない…

委ね・信じ・道一筋なら迷いは ないはず

『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 誰かの役に立つ…人生で一番

大切分かっていても…何をすればいいのか…と

迷うもの…です が 簡単です

人の話を聞く…それが職場・家庭・親友・でも

それ以外にも…出逢いの中にも埋もれてます…

今日も明日も 元気で

にこやかに運気を積めるなら…

それ位なら…誰にでも出来

それで事足りる…のなら 簡単!!でしょう。

でも 人間はそれすらも出来なくて…

それにも…気づかなくて…日々過ぎていく…

少し…変わる…少し 改める ?

『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 何か…少し…頑張んなきゃ…って

思いませんか そう 忙しさに紛れて

落としている事あるでしょうね

だってぇ～って声…聞こえそうですが

ご存じですか でも・だけど・だってぇ～・は

人生の…「消しゴム」…でしたよね

あなたが…あなたで…なくてはダメな事…

山ほど…あること 忘れないでいて下さいね。

分かっていれば 気を抜いていられないはず…

せめて「ガイド」に書かれている時位…

その月くらいは…頑張んなきゃ～ですよ

『平成 22 年 4 月の運 気
チャンスライン

』


