
冒頭の（今月）…標語

「ありがとう!」の 言葉と 満面の笑みで表す「笑顔」は…幸せの種まきです。 私たちがよく口にする「すみません」も 感謝の気持ち…

ですが…もっともっと「ありがとう!」に変えませんか。幸せ…とは 人それぞれの感じ方 でしょう 何でもないこと どんな些細な事にも

幸せを見つけられる 「幸せな方」…も。あなたが感じ…あなたが話し…積み重ね それが…あなたの未来…。です。

陽が差し 雨が降り 風が吹き 木々の緑や 花が咲く 季節が巡ること。そんな何でもない幸せを大切にしたいもの…ですね

私たちの合い言葉…「ありがとう存じます」その言葉が 臨界点に…沸点に…達した時…奇跡は起きる…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*ご自分では前進 ? に見えていても

それは…後退している事 多々あります

忘れない工夫 出来ている と 思い込む

その心が大きな油断へと…繋がることも

多々…。何か「多々…が キーワード」

みたいですね「今月の…」。手帳に記入

頭に・心に・叩き込む…そんなものが…

役に立たない位… 手強い相手でしょう

「マイナスの力
パワー

」…に 打ち勝には…

対処・対応・出来るのは…ご自分の運気

だけ…積んでいる!と言える自信…有り?

全般* 真剣!!なんて言葉は…何のために

あるのでしょうか 常に真剣に 何事にも

立ち向かっている…と 自負 できますか

日々が真剣なら…何が起きても恐くない

はず…ですよね 何に躊躇
ちゅうちょ

し…何を畏
おそ

れ

る?ことあるのですか あなたがあなたで

いられる場所…あるはずです。心を休め

る場所…失っては…きっとあなたが成り

立たないはず…全てのことは ご自分の

頑張り次第…です。心の向きや考え方で

答えにつながるはず…立ち止まらず 進む

全般* 何でもない事…気に掛かる…ので

すね それは迷い…そして取り違え…です

誰の声も聞こえない…人の言葉すらも…

聞けない…なんてこと無いように…心を

広げてご覧なさい…あなたのすぐそばで

あなたを見ていて下さる「神仏
か み

さま」…

ずっ～と 昔から信じていたもの…心の…

奥底に沈めないで…向き合って下さい…

しっかりと見つめて下さい。あなたが…

帰る場所…忘れないでいてね。ご自分の

為だけに 生きているのじゃ ないのですよ

全般* 真剣（２月生まれと同じに…）に 考え…

過ぎない…何事も「ホドホド」に 何も…

考えなくても…ふとした時に 気づく変化

ご自分にとっては それがとても大切な事

なんでしょうね。気が回る・気が効く…

なんて言葉は 頑張り過ぎる方からは伝わ

らないもの…軽く軽～く…肩の力を抜い

て 自然体の時…何気に…出るもの…です

その為の「試練
レッスン

」日々を大切に…何事も

習慣づける様に…軽く軽～く舞うように

物事を片付ける…のです。力
りき

まずに です

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 過ぎた日々に囚われることなく…

前を向く…その方・その方 に よっては

運気も機会
チャンス

も 少しずつ…違って当然…

です…が 巡り来る 春は…季節は同じ…

春には夏の準備を…秋には 冬の支度を

ご自分の人生の「冬」は…どなたにも…

きっと分からない…でしょう。他人にも

身内にも…もちろん 近すぎて見えない

事も そうなるとご自分の運気と照らし

合わせて…「機を見る」しかなくなる…

のです。頼りになるのは…?そうです!!

全般* 否定的な言葉を…吐かない…見込

みがない…そんな場合でも・叶わない夢

でも…その結果が出て…初めて それが…

とても大変なこと…だったんだよ!と伝え

られれば…マイナスもプラスに転嫁出来

ること…と 知るのです。「マイナス」は

「マイナス」としてそれなりの使い方…

あるものです。その事 実感…出来れば…

あなたの人生…運気の逆転…計れるかも

でしょうね。心を配る…先の先まで把握

して…それでも謙虚に…対処出来れば◎!

全般* 幸せの 先の先まで…見通せたなら

満足を知る…のでしょうか いえ 反対に

それが不幸せの始まり…だったりして…

人生とは…とても難しくて一筋縄では…

いかないもの…だから 楽しいの…ですが

真剣に悩む…それも大切な事でしょう。

だけど…たった一度きり…なんですよ…

分かっていて…それでも 時間を掛ける?

「だからこそ…考えるのです」あなたの

声も…聞こえます その気持も言葉も理解

出来ますが どうすれば正解に繋がるかな…?

全般* 大きな流れ 感じますか…乗れそう

ですか ここ最近…少し低迷ぎみ…だった

方にも…吹いている風…です。万遍なく

という訳にはいかない…でしょうけれど

少しでも その風に当たれれば…運気も

変わるでしょうね。あなたが暖めて来た

大切な想い…花開く時…でもあるのです

ここ一番は…性根を据えて踏ん張ること

それが…明日への大きな活力となる時…

だと思えるから…合わせられる力は結集

させ…大きな船に 乗り換えるつもりで…

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 前の晩…「よッしゃ～」と気合い

掛けて…眠ったのに…朝には気の抜けた

風船に…。せっかくの勢いに水を差す…

ご自分が…います。暗い朝…は その日

一日分の「運気」を すでに使い果たし

てしまっている様なもの…積むことすら

出来ない状態 です。朝の挨拶は その日

の ご自分の 出来・不出来 が出る大切

な言葉です。起きたら鏡を見て「笑顔」

だけじゃなく「よッしゃ～」と声にする

そう…昨晩と同じ勢いで…それが始まり

全般* 後を見ても…何も変わらないから

と…前だけ見ていればいい…のではない

のです。今 この状態は…とても最高…

と言う方のみ…前を見て進んでいって…

下さい。今 不調…の方 半年前…何が…

何を…と ご自分の来し方…反省を込めて

振り返る…。日々を大切に真剣に生きて

いれば…なんて事ないはず…なんですよ

朝 起きた時からその日の「運気」が動き

出している…こと 忘れないで 善い習慣

で 始める「記憶合金」の修正…試みる

全般* 何事も感謝…調子よく行っている

のにも…きっと何かの力が働いている事

忘れない…あなたが感謝を忘れたなら…

みるみる内に…何かが崩壊する?やも こ

れは脅しではないのです。それほど神経

を張って 生きていて欲しいから…です。

ボチボチ 社会・会社・生活 終了の方…

関わり中で蓄積して来た「運気」この後

どう生かすのか…ご自分の人生だけを…

考えて…ご自分の為…だけでなく…まだ

まだ社会に貢献を…もう一働き…考えて!

全般* もう終了…そんなお歳の方も…未
まだ

現役の方…も 男と女…同じ生まれ月…

でも 微妙な・いろんな違いが…それでも

同じ様に「運気」は動いている…のです

さてあなたは どの「位置」におられる…

のかな…いつも いつも 自分だけ違う…

と 思って 油断なさっていたら…思わぬ

所に「落とし穴」が…。嵌
はま

っていても…

気づかない…ジリジリ…なんてことの…

ない様に…。心引き締めご自分の役目を

全
まっと

うして下さい。自惚
うぬぼ

れが 一番 恐い !

「ありがとう!」は 幸せを呼ぶ「呪文」です。

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『22 年 6 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* ご自分では前進 ? に見えていても

それは…後退している事 多々あります

忘れない工夫 出来ている と 思い込む

その心が大きな油断へと…繋がることも多々…。

何か「多々…が キーワード」みたいですね

「今月の…」。手帳に記入頭に・心に・叩き込む…

そんなものが…役に立たない位…

手強い相手でしょう

「マイナスの力
パワー

」…に 打ち勝には…

対処・対応・出来るのは…

ご自分の運気だけ…積んでいる!と

言える自信…有り?

『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 真剣!!なんて言葉は…

何のためにあるのでしょうか

常に真剣に 何事にも立ち向かっている…と

自負 できますか

日々が真剣なら…何が起きても

恐くないはず…ですよね

何に躊躇
ちゅうちょ

し…何を畏
おそ

れる?ことあるのですか

あなたがあなたでいられる場所…あるはずです。

心を休める場所…失っては…きっとあなたが

成り立たないはず…

全てのことは ご自分の頑張り次第…です。

心の向きや考え方で答えにつながるはず…

立ち止まらず 進む

『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 何でもない事…気に掛かる…のですね

それは迷い…そして取り違え…です

誰の声も聞こえない…人の言葉すらも…聞けない…

なんてこと無いように…心を広げてご覧なさい…

あなたのすぐそばであなたを見ていて下さる

「神仏
か み

さま」…ずっ～と 昔から信じていたもの…

心の…奥底に沈めないで…

向き合って下さい…しっかりと見つめて下さい。

あなたが…帰る場所…忘れないでいてね。

ご自分の為だけに 生きているのじゃ

ないのですよ

『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 真剣（２月生まれと同じに…）に 考え…過ぎない…

何事も「ホドホド」に 何も…考えなくても…

ふとした時に 気づく変化 ご自分にとっては

それがとても大切な事なんでしょうね。

気が回る・気が効く…なんて言葉は

頑張り過ぎる方からは伝わらないもの…

軽く軽～く…肩の力を抜いて

自然体の時…何気に…出るもの…です

その為の「試練
レッスン

」日々を大切に…

何事も習慣づける様に…

軽く軽～く舞うように物事を片付ける…のです。

力
り き

まずに です



『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 過ぎた日々に囚われることなく…前を向く…

その方・その方 に よっては

運気も機会
チャンス

も 少しずつ…違って当然…です…が

巡り来る 春は…季節は同じ…

春には夏の準備を…秋には 冬の支度を

ご自分の人生の「冬」は…どなたにも…

きっと分からない…でしょう。

他人にも身内にも…もちろん 近すぎて見えない事も

そうなるとご自分の運気と照らし合わせて…

「機を見る」しかなくなる…のです。

頼りになるのは…?そうです!!



『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 否定的な言葉を…吐かない…

見込みがない…そんな場合でも・叶わない夢でも…

その結果が出て…

初めて それが…とても大変なこと…だったんだよ!と

伝えられれば…マイナスもプラスに

転嫁出来ること…と 知るのです。

「マイナス」は「マイナス」として

それなりの使い方…あるものです。

その事 実感…出来れば…あなたの人生…

運気の逆転…計れるかもでしょうね。

心を配る…先の先まで把握して…

それでも謙虚に…対処出来れば◎!



『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 幸せの 先の先まで…見通せたなら

満足を知る…のでしょうか

いえ 反対にそれが不幸せの始まり…だったりして…

人生とは…とても難しくて一筋縄では…いかないもの…

だから 楽しいの…ですが

真剣に悩む…それも大切な事でしょう。

だけど…たった一度きり…なんですよ…

分かっていて…それでも 時間を掛ける?

「だからこそ…考えるのです」

あなたの声も…聞こえます

その気持も言葉も理解 出来ますが

どうすれば正解に繋がるかな…?



8 月生まれの方

全般* 大きな流れ 感じますか…乗れそうですか

ここ最近…少し低迷ぎみ…だった方にも…

吹いている風…です。

万遍なくという訳にはいかない…でしょう

けれど少しでも その風に当たれれば…

運気も変わるでしょうね。

あなたが暖めて来た大切な想い…

花開く時…でもあるのです

ここ一番は…性根を据えて踏ん張ること

それが…明日への大きな活力となる時…だと

思えるから…合わせられる力は結集させ…

大きな船に 乗り換えるつもりで…

『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 前の晩…「よッしゃ～」と気合い掛けて…

眠ったのに…朝には気の抜けた風船に…。

せっかくの勢いに水を差す…ご自分が…います。

暗い朝…は その日一日分の「運気」を

すでに使い果たしてしまっている様なもの…

積むことすら出来ない状態 です。

朝の挨拶は その日の

ご自分の 出来・不出来 が出る大切な言葉です。

起きたら鏡を見て「笑顔」だけじゃなく

「よッしゃ～」と声にする

そう…昨晩と同じ勢いで…それが始まり

『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 後を見ても…何も変わらないからと…

前だけ見ていればいい…のではないのです。

今 この状態は…とても最高…と言う方のみ…

前を見て進んでいって…下さい。

今 不調…の方 半年前…何が…何を…と

ご自分の来し方…反省を込めて振り返る…。

日々を大切に真剣に生きていれば…

なんて事ないはず…なんですよ

朝 起きた時からその日の「運気」が

動き出している…こと 忘れないで

善い習慣で 始める

「記憶合金」の修正…試みる

『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 何事も感謝…調子よく行っているのにも…

きっと何かの力が働いている事忘れない…

あなたが感謝を忘れたなら…

みるみる内に…何かが崩壊する?やも

これは脅しではないのです。

それほど神経を張って

生きていて欲しいから…です。

ボチボチ 社会・会社・生活 終了の方…

関わり中で蓄積して来た「運気」

この後どう生かすのか…

ご自分の人生だけを…考えて…

ご自分の為…だけでなく…

まだまだ社会に貢献を…もう一働き…考えて!

『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* もう終了…そんなお歳の方も…未
まだ

現役の方…も 男と女…同じ生まれ月…でも

微妙な・いろんな違いが…

それでも同じ様に「運気」は動いている…のです

さてあなたは どの「位置」におられる…のかな…

いつも いつも 自分だけ違う…と 思って

油断なさっていたら…思わぬ所に「落とし穴」が…。

嵌
はま

っていても…気づかない…

ジリジリ…なんてことの…ない様に…。

心引き締めご自分の役目を全
まっと

うして下さい。

自惚
う ぬ ぼ

れが 一番 恐い !

『平成 22 年 6 月の運 気
チャンスライン

』


