
冒頭の（今月）…標語

律宗の総本山である 奈良・唐招提寺の長老 松浦 俊海 師 の 座右の銘…だそうです。

759 年に寺を建てた鑑真が唐から来日する際に 語った言葉だということです。「共に 来るべき将来への 縁を結ぼう」と…。

今 まさに 安楽寺の「聖天堂」が建ち…「聖天・歓喜天」さまとの ご縁が… 新しいご縁が 結ばれようとしている時だからこそ…

この言葉に惹かれたのです。この後「みほとけ」をお迎えし 本堂を建立…新しい出逢いや 信仰心の育つまで 唯
わたくし

が生きていられるのか…

たとえ 成果を見られずとも ご縁が後世にまで続き人々が共に喜び合えること…それが「聖天・歓喜天」さまの願い そして 唯
わたくし

の願い…です。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 日々…何かを振り返る 一日の…

終わり…それとも事が起きた時…人それ

ぞれに…とても大切ですが もっと大事

なことは「考えなくてもいいこと…」を

考え過ぎない…で下さい。そのことに囚

われてしまって前に進めなくなること…

それが弊害に…重苦しくなる心 そして

そこから抜け出せない心…試行錯誤の始

まり? ですね あなたは 明るく前向きに

取り組むタイプ…それとも行きつ戻りつ

ぐるぐる 堂々巡りするタイプ…どちら?

全般* 無理をしない事…と 何もしない事

は…違います。ご自分の狭い世界だけに

囚われず…現状を脱する気持で…関わり

の広がりを感じて下さい。少し…外して

感じていたり 感じない?ふり?だったりの

世界です。ご自分を高めたり…鼓舞
こ ぶ

させ

たり…と とても大切な世界なんですが

気づきに「蓋
ふた

」ですか 時間的・経済的に

という理由…のみ かも しれませんが…

心が 少し 寂しいですね。余裕が出来た

なら…って その時では 時すでに遅し…

全般* 孤独…とは…あなたの内面に宿る

感情…です。誰もが 持ち合わせていて…

心の奥底に沈めて…日々を過ごしている

のです。「孤独・寂しさ」その心の原点

は 大勢の人たちと共にいても ふつふつ

と…湧き上がって来るもの…でしょうね

「私たちは…この世の中で 自分自身と…

戦うため…に 生まれて来た…」ことを…

忘れないで下さい。あなた…だけが 寂し

いのじゃない…心の原点は「感謝」です

それを忘れては 人間じゃなくなるのです

全般* 人は…誰かに認めて貰えなくても

次々と新たなことに挑戦し続けるもの…

です。それが生きている…という証です

どんなに頑張っても たとえ「ギネス」に

のらなくても…です。そうして挑戦し…

続けられる ご自分自身に酔って下さい。

又 明日 目覚めたらなら……そう!…です

いつもの様に…ＭＤを聴き…笑いながら

「そう! そうよね! よっしゃ～」と頬を

パンパン…今日も頑張るぞ～って一日を

始める…そんな日々が 続くこと祈ります

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 自らの「運気」に そっぽを向く?

ような…生き方 気づいていらっしゃい

ますか…忙しい 時間がない…疲れてい

る…そう ですよね 部屋の…ゴミにも…

手が出ないほど…の 疲れかた…ですね

可哀相に…いえッ 疲れに参っている…

あなたが可哀相 なんじゃなくて 大切な

ご自分の人生を…戦えていない…あなた

の「魂」・「運命」…を 変えられない

根性のなさ…。決めたこと…忘れれば…

来世にまで 響くのに…と 哀れを感じて

全般* 少し…だけですが 流れに乗れて…

いる? 感じですか でも まだまだ…です

頑張っていても 空回りも…いっぱいです

積んでいく「運気」より 日々…あなたが

消費している…「運気」の方が多いのは

何故? と気づくこと…でしょうね ご自分

を律して生きて来なかった事が…大きく

尾を引いているみたいですね。さて これ

以上…何事もなく進んで行ける方法…は

「辛抱」という文字…苦手な事を 実行に

移す事…ゲームだと思うこと…でしょう

全般* ずしッと来るような事…ありまし

たか 物事が平凡に…いえ 勢いよく展開

し続けていて…この先の人生に何かしら

期待を持てている方…うまく事が運ばな

くて…苦しい方…方向を選び損ねた事に

気づけていれば…転換も簡単で大丈夫…

勢いは…大切…ですが 全てに出過ぎな

い事です。信じられるか・信じ通せるか

残りの人生を託せるか・委ねられるか…

それが分かれ道の方も…。何方
どなた

にも同じ

「ダークエネルギー」見えない力…です

全般* 7月生まれと同じ…信じ通せるか…

と問われています「ダークエネルギー」

見えない・存在しない…ではなく見えな

いからこそ大切だ…ということ…です。

全ての出来事は…見られているのです…

何もかも…です。心を 躰を 休ませる事

と 遊ばせる・遊ぶこと…は違うのです。

日々の暮らしで 大切な事は 仕事や業務

の為に維持する …体力・能力・時間の拘

束…それを整えてこそ あなたがあること

神仏さまは見ておられます。恥を知る事

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 何事も…人事

ひとごと

…ですか 関係な

いと…そんなあなたが この「ガイド」

読んでいたなんて…浅はか…以外の何物

でもない…と。ご自分の中に巣くう我…

拘り…それが慢心以外の何物でもない事

気づかずこのまま進めば…楽しみですね

結果なんて見なくても 誰にも分かる…

少しのズレも…お許しにならないのに…

何事もなく過ぎていた…なんてどうゆう

事なんでしょうね。弊害
へいがい

にも気づかな

い程のズレ…軌道修正は不可…じゃない

全般* 常にご自分しかない…ご自分の心

の動き…揺れ…動揺…物事の真髄に至る

心を磨いて下さい。常に伝えています…

一番大切は「感謝」を忘れないことでし

ょうね。今置かれている環境の中で一体

何が出来るのか? を 頭に置いて…最善を

尽くす…その事からでも 進歩はするもの

難しく考えなくても 即 行動に移せる…

柔軟さ 考えるより先に 手が 足が 躰が

心も 躰も 体育会系…で。さぁ夏本番…

です。暑さに強い?ですか なら 大丈夫!

全般* 歪
ひず

みは…出ていませんでしょうか

あなたの頑張り…だけが頼り…なんて事

の無いように…どれだけ整えられるか…

です。知らず知らずの内に「運気」を…

積めていたのなら…いえ積んでいたから

でしようか 大事な時…助けがあり事が運

ぶ…それに調子づいて「手」を抜かない

見えないもの…に畏敬の念を忘れないで

いて下されば…確かな「バトンタッチ」

可能…でしょう。最後まで…あなたの心

がけ次第 そして応援して下さる方に感謝

全般* 思うこと…伝えられなくても行動

です。誠意…とは 笑顔や立ち居振る舞い

に出るもの…謙虚さを忘れてしまっては

元の木阿弥…でしょう 最近…言葉が乱れ

ていませんか…ちょっとしたことなのに

格好つけて…お里が知れているのにです

体力や 知力…叶わないのに…ついつい…

良い格好ですね。年齢が高くなるほどに

その傾向が強いから…始末が悪い…。ご

自身をも 含めて お年寄りに…優しくね

それが一番…絵になるのです しっかり!!
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（律宗の祖）が 唐から来日する際、語った言葉という。
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が『22 年 7 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む
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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* 日々…何かを振り返る

一日の…終わり…それとも事が起きた時…

人それぞれに…とても大切ですが

もっと大事なことは「考えなくてもいいこと…」を

考え過ぎない…で下さい。

そのことに囚われてしまって前に進めなくなること…

それが弊害に…重苦しくなる心 そして

そこから抜け出せない心…

試行錯誤の始まり? ですね

あなたは 明るく前向きに取り組むタイプ…

それとも行きつ戻りつ ぐるぐる 堂々巡りするタイプ…

どちら?

『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 無理をしない事…と

何もしない事は…違います。

ご自分の狭い世界だけに囚われず…

現状を脱する気持で…関わりの広がりを

感じて下さい。

少し…外して感じていたり

感じない?ふり?だったりの世界です。

ご自分を高めたり…鼓舞
こ ぶ

させたり…と

とても大切な世界なんですが

気づきに「蓋
ふた

」ですか

時間的・経済的にという理由…のみ

かも しれませんが…心が 少し 寂しいですね。

余裕が出来たなら…って

その時では 時すでに遅し…

『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全全般* 孤独…とは…あなたの

内面に宿る感情…です。

誰もが 持ち合わせていて…心の奥底に沈めて…

日々を過ごしているのです。

「孤独・寂しさ」その心の原点は

大勢の人たちと共にいても

ふつふつと…湧き上がって来るもの…でしょうね

「私たちは…この世の中で 自分自身と…

戦うため…に 生まれて来た…」ことを…

忘れないで下さい。

あなた…だけが 寂しいのじゃない…

心の原点は「感謝」です

それを忘れては 人間じゃなくなるのです

『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 人は…誰かに認めて貰えなくても

次々と新たなことに挑戦し続けるもの…です。

それが生きている…という証です

どんなに頑張っても

たとえ「ギネス」にのらなくても…です。

そうして挑戦し…続けられる

ご自分自身に酔って下さい。

又 明日 目覚めたらなら……

そう!…ですいつもの様に…ＭＤを聴き…

笑いながら「そう! そうよね! よっしゃ～」と

頬をパンパン…今日も頑張るぞ～って

一日を始める…

そんな日々が 続くこと祈ります



『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 自らの「運気」に そっぽを向く?ような…

生き方 気づいていらっしゃいますか…

忙しい 時間がない…疲れている…

そう ですよね

部屋の…ゴミにも…手が出ないほど…の

疲れかた…ですね

可哀相に…いえッ 疲れに参っている…

あなたが可哀相 なんじゃなくて

大切な ご自分の人生を…戦えていない…

あなたの「魂」・「運命」…を 変えられない

根性のなさ…。

決めたこと…忘れれば…

来世にまで 響くのに…と 哀れを感じて



『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 少し…だけですが 流れに乗れて…いる?

感じですか でも まだまだ…です

頑張っていても 空回りも…

いっぱいです積んでいく「運気」より

日々…あなたが消費している…

「運気」の方が多いのは何故? と

気づくこと…でしょうね

ご自分を律して生きて来なかった事が…

大きく尾を引いているみたいですね。

さて これ以上…何事もなく進んで行ける方法…は

「辛抱」という文字…

苦手な事を 実行に移す事…

ゲームだと思うこと…でしょう



『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* ずしッと来るような事…ありましたか

物事が平凡に…いえ 勢いよく展開し続けていて…

この先の人生に何かしら期待を持てている方…

うまく事が運ばなくて…苦しい方…

方向を選び損ねた事に気づけていれば…

転換も簡単で大丈夫…

勢いは…大切…ですが 全てに出過ぎない事です。

信じられるか・信じ通せるか

残りの人生を託せるか・委ねられるか…

それが分かれ道の方も…。

何方
ど な た

にも同じ「ダークエネルギー」

見えない力…です



8 月生まれの方

全般* 7 月生まれと同じ…信じ通せるか…と

問われています

「ダークエネルギー」見えない・存在しない…ではなく

見えないからこそ大切だ…ということ…です。

全ての出来事は…見られているのです…

何もかも…です。

心を 躰を 休ませる事と

遊ばせる・遊ぶこと…は違うのです。

日々の暮らしで 大切な事は

仕事や業務の為に維持する …

体力・能力・時間の拘束…

それを整えてこそ あなたがあること

神仏さまは見ておられます。恥を知る事

『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 何事も…人事
ひとごと

…ですか 関係ないと…

そんなあなたが この「ガイド」読んでいたなんて…

浅はか…以外の何物でもない…と。

ご自分の中に巣くう我…拘り…

それが慢心以外の何物でもない事

気づかずこのまま進めば…楽しみですね

結果なんて見なくても 誰にも分かる…

少しのズレも…お許しにならないのに…

何事もなく過ぎていた…なんて

どうゆう事なんでしょうね。

弊害
へいがい

にも気づかない程のズレ…

軌道修正は不可…じゃない

『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 常にご自分しかない…

ご自分の心の動き…揺れ…動揺…

物事の真髄に至る心を磨いて下さい。

常に伝えています…

一番大切は「感謝」を忘れないことでしょうね。

今置かれている環境の中で一体何が出来るのか? を

頭に置いて…最善を尽くす…

その事からでも 進歩はするもの

難しく考えなくても 即 行動に移せる…柔軟さ

考えるより先に 手が 足が 躰が

心も 躰も 体育会系…で。

さぁ夏本番…です。

暑さに強い?ですか なら 大丈夫!

『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 歪
ひず

みは…出ていませんでしょうか

あなたの頑張り…だけが頼り…なんて

事の無いように…どれだけ整えられるか…です。

知らず知らずの内に「運気」を…

積めていたのなら…いえ積んでいたからでしようか

大事な時…助けがあり事が運ぶ…

それに調子づいて「手」を抜かない

見えないもの…に畏敬の念を

忘れないでいて下されば…

確かな「バトンタッチ」可能…でしょう。

最後まで…あなたの心がけ次第

そして応援して下さる方に感謝

『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 思うこと…伝えられなくても行動です。

誠意…とは 笑顔や立ち居振る舞いに出るもの…

謙虚さを忘れてしまっては元の木阿弥…でしょう

最近…言葉が乱れていませんか…

ちょっとしたことなのに格好つけて…

お里が知れているのにです

体力や 知力…叶わないのに…

ついつい…良い格好ですね。

年齢が高くなるほどに

その傾向が強いから…始末が悪い…。

ご自身をも 含めて お年寄りに…優しくね

それが一番…絵になるのです しっかり!!

『平成 22 年 7 月の運 気
チャンスライン

』


