
冒頭の（今月）…標語

類語に「類は類を呼ぶ・類は友を呼ぶ」が…。似たもの者同士が自然と行動を共にし一緒になる。 －
マイナス

は －
マイナス

を呼び…それを増幅させる怖さ…。

お遍路での体験 －
マイナス

同士…ご当人達は盛り上がって楽しく笑っても…手は止まり 手伝う と言う行動へと発展せず…ぼ～っと突っ立っているだけ…。

＋
プラス

の方達の笑いは 弾んだ会話のまま手が出て 人が進んで行動に向かわせる力
パワー

が…テキパキ楽しく片付け 笑顔で整列…。いいですね～。

人間の根幹
こんかん

をなす…「感謝・人の心が分かる・思いやれる心」そんな「心」を「教養」と言う…そうです。神仏
か み

さまは視ておられます。

「大きな篩
ふるい

にかけられる」件…終わってはいないのでしょう 愚
おろ

かしい人間は 未来
み ら い

永劫
えいごう

…戦い続けるのでしょうか…外敵ではなく己
おのれ

の中の化け物と…。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 何事も 完璧にこなせて居る…と

まで…思っていなくても…自分自身の事

かなり…の出来 だと…どこかで自惚
うぬぼ

れ

ていて…歩く端から 後の道が地崩れ…

振り返れば道はない…なんて結末に絶句

そんなもの…です人生は…。ご自身の心

の位置・勝手な思いこみ・それが発覚…

しても…日々 変わりはなく過ぎていく

又 忘れて 笑えるあなた…再度振り返り

常に「後見よそわか」…を 忘れない…

落ち込む 割には 軌道修正が 足りない?

全般* 大変…を 大変にしない方法…先は

考えない…この瞬間 一瞬を大切にして…

いれば きっと思い通りの結果へと行き着

くはず…です。今 何が必要で何が足りな

いのか 細かく考えないでも 一所懸命・

一生懸命・の心を繰り返し呼び覚まして

あなたのやるべき事…やらねばならない

こと 自身の「使命」にも 心馳
は

せ 心汲
く

む

そのままの生き方・持ち続け・頑張り続

けていれば…必ず答えにつながります。

忘れるな 他への心配
くば

り 思いやりだけは!

全般* 不遇
ふぐう

の時にあって 一番醜
みにく

い感情

「嫉妬
しっと

」…あなたの頭の中や心を汚して

しまうのです。そんな心のままだと 物事

を一歩 前進させる…なんて事も 不可能

に…周りから 浮き上がっている あなた

では 何事も進歩なし…に 惜しいのです

ご自分を生かせていないこと…何も 誰を

も あてにしなくても…生きられるのに…

強くない そう人間は本来弱いもの…です

だから委
ゆだ

ねる…あなたの身近に…傍に…

支えて下さる方 忘れるな 感謝も大切…!

全般* 「必然的に会う」を意味する言葉

「邂逅
かいこう

」…会うは 愛に通じ…出逢いに

よって 人と 人は 心を 通わせていく…

どれだけの人と 心を通わせていくことが

出来るか…で その方の人生は決まる…と

言っても 過言では ない…。この今も…

私たちには 見えない縁
えにし

の糸で…全ての

者…たちと 繋がっているとしたなら…

どの出逢いにも「感謝」を…忘れない

大切に出来るはず…です…。その縁
えにし

が

「大いなる力」へ…限りない愛へと!…。

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 危険…いっぱい!…の 人生を塗り

かえて…あなた色に塗りかえて…再出発

そんな 季節・機会
チヤンス

・最後の? 折り返し

地点…かも でしょうか 人生で行動を

起こす時…何時
い つ

でもどんな時でも大丈夫

では ないのですが それなりに 季節も

あり…時期もあるもの…です。今その数

少ない「機会
チャンス

」かも…。動くのは少し

先でも…もちろん直ぐ…でも準備期間に

しても…取りあえず あなたの心…その

もの動かす 運気に拍車をかけるのです!

全般*「運気の波」動いている事 感じて

いますか !忙しくて嬉しい悲鳴 !ですね

まだまだ こんなもの…じゃ ないかも…

それもあなた次第…この忙しさをバネに

一層の飛躍 遂
と

げられるか…否
いな

か…でこの

後の人生に大きく影響する はずだから…

どんな時も手を抜かない 心の先に想いを

馳せて…相手を思いやれる…事。その中

には 身内も 家族も 仲間も 友人もいる

忘れずに…。しっかりと ご自身の持てる

力 発揮し…大きく飛躍…運気を積む事!!

全般* ご自分が生きる…人生に意味を…

見い出せたり 感じられたり 大切な人に

惜しみない愛情を注げる人に…なりたい

と…誰の心の…胸の奥にもある…大切な

大切な…そんな純粋な想いを…今生で…

形にしたい…と 選んだ人生…でしたね

その為の出逢い その「使命」を果たす為

に…そして確認する為にも…この出逢い

はあるのですが…あなたが 使命 にした

想いを…そのまま 私からも差し上げたい

惜しみない愛情を あなたに 注ぎたい!!

全般* 今 あなたの人生「晴れ」でしょう

人生とは晴れもあれば曇りも…坂道も…

下りも…幾多
いくた

のこと 乗り越えてそれでも

まだまだ…終わることなく（いえ 終りはある…

のですが…） 続いていく…のです しっかり

晴れを堪能
たんのう

…しましょう。心を込めて…

仕事・家庭・未来設計・それぞれの形を

整える…手を抜くことなく 休むことなく

この機会
チヤンス

を逃
のが

すことなく…。神仏
か み

さまの

思
おぼ

し召
め

しのまま…委
ゆだ

ねて進む…のみです

ご自分の実力…等と宣
のたま

うことなく です

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 今 変化の時…かも 神仏

か み

さまの…

ご加護…浴
あ

びられている方…変化の兆し

ある方…ご自分が 積んで来た運気…に

関係なく 何かが動く事実 実力では…

なく波に乗れる機会
チャンス

を…頂いている事

精進の機会
チャンス

…でもあるのです。過信は

禁物ですが そのままご自分の実力へと

誘導 出来れば…。見えない運気に流さ

れて…神仏
か み

さまを見失うことなく…感謝

の気持ちを持ち続けられる事が ご縁に

繋がる…。慢心・傲慢
ごうまん

が一番 恐い…!

全般* 何を…ごちゃごちゃ…いつまで…

言っているのですか 今 凄い勢いで物事

が 進み 奇跡すらも…見え隠れする中で

「大いなる力」…「光…」を浴びずに…

取り残されたり 乗り遅れたり…している

方の中に…その中に…入りたいのですか

神仏
か み

さまは どなたにも 機会均等に光を

あてて下さるのです。ご自分から物陰に

入らない限り。朝一番の日差しを浴
あ

びる

それが始まり そんな事が 人生の流れを

変えるキッカケ! 続けている方はもっと!

全般* 何か 変化…気づきましたか…大い

なる力…動き出した事…ご自分の中に埋

もらせていては…力の倍増は計れません

気づきや感謝がなくては…「光」は届か

なくなります。今 神仏
か み

さまのご加護が…

あらゆる場面に…霊験として…顕れて…

います。この後…何かが変わる…兆し…

でしょうか…。全ての方に…降り注ぐ光

であれ…と…祈りたい 祈らなければ …

ご自分の想いを形にして頂く時が来たの

でしょう。まだまだ続きます これからです

全般* 何気なく…過ごしていて…気づく

ことなく…では 運気に対しても失礼で…

勿体ない でしょうね 全てが何時までも

そのままであるという…ことではなく…

どんなものにも…別れがあり…再会も…

ある のです。神仏
か み

さまのお心が見えたり

しない様に…ご加護も見えない…のかも

知れません…でも…ご自分の心に目鼻を

つけて…どんな変化も見逃さない そんな

心意気で人生を…見渡していて下さい…

きっと楽しい事 発見…。奇跡に出逢う?!

「牛
うし

は牛連
うしづれ

れ 馬
うま

は馬連
うまづれ

れ」ことわざハンドブックより（出典は狂言の「餅
もち

酒
ざけ

」）

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『22 年 5 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* 何事も 完璧にこなせて居る…

とまで…思っていなくても…

自分自身の事かなり…の出来 だと…

どこかで自惚
う ぬ ぼ

れていて…歩く端から

後の道が地崩れ…振り返れば道はない…

なんて結末に絶句そんなもの…です

人生は…。ご自身の心の位置・

勝手な思いこみ・それが発覚…しても…

日々 変わりはなく過ぎていく

又 忘れて 笑えるあなた…

再度振り返り常に

「後見よそわか」…を 忘れない…

落ち込む 割には 軌道修正が 足りない?

『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 大変…を 大変にしない方法…

先は考えない…この瞬間 一瞬を大切にして…いれば

きっと思い通りの結果へと行き着くはず…です。

今 何が必要で何が足りないのか

細かく考えないでも 一所懸命・一生懸命・の心を

繰り返し呼び覚ましてあなたのやるべき事…

やらねばならないこと

自身の「使命」にも 心馳
は

せ 心汲
く

む

そのままの生き方・持ち続け・頑張り続けていれば…

必ず答えにつながります。

忘れるな 他への心配
くば

り 思いやりだけは!

『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 不遇
ふ ぐ う

の時にあって 一番醜
みにく

い感情「嫉妬
し っ と

」…

あなたの頭の中や心を汚してしまうのです。

そんな心のままだと 物事を一歩 前進させる…

なんて事も 不可能に…

周りから 浮き上がっている あなたでは

何事も進歩なし…に 惜しいのです

ご自分を生かせていないこと…何も 誰をも

あてにしなくても…生きられるのに…強くない

そう人間は本来弱いもの…です

だから委
ゆだ

ねる…あなたの身近に…傍に…

支えて下さる方 忘れるな 感謝も大切…!

『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 「必然的に会う」を意味する言葉「邂逅
かいこう

」…

会うは 愛に通じ…出逢いによって

人と 人は 心を 通わせていく…

どれだけの人と 心を通わせていくことが出来るか…で

その方の人生は決まる…と言っても

過言では ない…。

この今も…私たちには 見えない縁
えにし

の糸で…

全ての者…たちと 繋がっているとしたなら…

どの出逢いにも「感謝」を…忘れない

大切に出来るはず…です…。

その縁
えにし

が「大いなる力」へ…限りない愛へと!…。



『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 危険…いっぱい!…の 人生を塗りかえて…

あなた色に塗りかえて…再出発

そんな 季節・機会
チヤンス

・最後の?

折り返し地点…かも でしょうか

人生で行動を起こす時…何時
い つ

でも

どんな時でも大丈夫では ないのですが

それなりに 季節もあり…時期もあるもの…です。

今その数少ない「機会
チャンス

」かも…。

動くのは少し先でも…もちろん直ぐ…

でも準備期間にしても…取りあえず

あなたの心…そのもの動かす

運気に拍車をかけるのです!



『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 「運気の波」動いている事 感じていますか !

忙しくて嬉しい悲鳴 !ですね

まだまだ こんなもの…じゃ ないかも…

それもあなた次第…

この忙しさをバネに一層の飛躍

遂
と

げられるか…否
いな

か…で

この後の人生に大きく影響する はずだから…

どんな時も手を抜かない

心の先に想いを 馳せて…相手を思いやれる…事。

その中には 身内も 家族も 仲間も 友人もいる

忘れずに…。

しっかりと ご自身の持てる力 発揮し…

大きく飛躍…運気を積む事!!



『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* ご自分が生きる…人生に意味を…

見い出せたり 感じられたり

大切な人に惜しみない

愛情を注げる人に…なりたいと…

誰の心の…胸の奥にもある…

大切な大切な…そんな純粋な想いを…

今生で…形にしたい…と 選んだ人生…でしたね

その為の出逢い その「使命」を果たす為に…

そして確認する為にも…この出逢いはあるのですが…

あなたが 使命 にした想いを…

そのまま 私からも差し上げたい

惜しみない愛情を あなたに 注ぎたい!!



8 月生まれの方

全般* 今 あなたの人生「晴れ」でしょう

人生とは晴れもあれば曇りも…坂道も…下りも…

幾多
い く た

のこと 乗り越えて

それでもまだまだ…終わることなく（いえ 終りはある…のですが…）

続いていく…のです

しっかり晴れを堪能
たんのう

…しましょう。

心を込めて… 仕事・家庭・未来設計・

それぞれの形を整える…

手を抜くことなく 休むことなく

この機会
チヤンス

を逃
のが

すことなく…。

神仏
か み

さまの思
おぼ

し召
め

しのまま…委
ゆだ

ねて進む…のみです

ご自分の実力…等と宣
のたま

うことなく です

『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 今 変化の時…かも 神仏
か み

さまの…

ご加護…浴
あ

びられている方…変化の兆しある方…

ご自分が 積んで来た運気…に関係なく

何かが動く事実 実力では…なく

波に乗れる機会
チャンス

を…頂いている事

精進の機会
チャンス

…でもあるのです。

過信は禁物ですが そのままご自分の実力へと

誘導 出来れば…。見えない運気に流されて…

神仏
か み

さまを見失うことなく…

感謝の気持ちを持ち続けられる事が

ご縁に繋がる…。

慢心・傲慢
ごうまん

が一番 恐い…!

『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 何を…ごちゃごちゃ…いつまで…

言っているのですか

今 凄い勢いで物事が 進み

奇跡すらも…見え隠れする中で

「大いなる力」…「光…」を浴びずに…取り残されたり

乗り遅れたり…している方の中に…

その中に…入りたいのですか

神仏
か み

さまは どなたにも 機会均等に

光をあてて下さるのです。

ご自分から物陰に入らない限り。

朝一番の日差しを浴
あ

びる それが始まり

そんな事が 人生の流れを変えるキッカケ!

続けている方はもっと!

『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 何か 変化…気づきましたか…

大いなる力…動き出した事…

ご自分の中に埋もらせていては…

力の倍増は計れません

気づきや感謝がなくては…「光」は届かなくなります。

今 神仏
か み

さまのご加護が…あらゆる場面に…

霊験として…顕れて…います。

この後…何かが変わる…兆し…でしょうか…。

全ての方に…降り注ぐ光であれ…と…

祈りたい 祈らなければ …

ご自分の想いを形にして頂く時が来たのでしょう。

まだまだ続きます これからです

『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 何気なく…過ごしていて…

気づくことなく…では 運気に対しても失礼で…

勿体ない でしょうね

全てが何時までも

そのままであるという…ことではなく…

どんなものにも…別れがあり…

再会も…ある のです。

神仏
か み

さまのお心が見えたりしない様に…

ご加護も見えない…のかも知れません…

でも…ご自分の心に目鼻をつけて…

どんな変化も見逃さない

そんな心意気で人生を…見渡していて下さい…

きっと楽しい事 発見…。

奇跡に出逢う?!

『平成 22 年 5 月の運 気
チャンスライン

』


