
冒頭の（今月）…標語

運とツキは似て非なるもの? 「運」とは 「運命」…運ぶ命…ご自分の努力にて変えられるものだ…と 思っています。

「ツキ」とは……最善を尽くした結果に 働きかけてくる「ついて来る」ものかも…「ツキ」とは何時…来るのか 何もしないでも呼べる・来る…

ものではなく常に伝えていますが 普段から…何気ない小さな 決断や選択…その繰り返しの中で培ってきた…「直感力」や「決断する勇気」…

そこに行き着くまでの「必死な努力」そして 「積み重ねた働き」…その結集した「見えない力」が「運気」となって…働きかけるもの

十分な準備・検討を重ね・努力・働き・ 考え抜き・誠意を持ってやり尽くす・諦めない行動力…諸々の「想い」が「ひとつの力
ツキ

」に…。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 何もしないまま…時が過ぎていく

これほど虚しいものはない…この一瞬に

この瞬間に…私たちの未来があるのに…

前にも書きました「唯
わたし

の見つめる未来

にあなたはいますか」同じ未来を見つめ

目指し…進む努力をしているでしょうか

私たちの乗った「方舟
はこぶね

…」どんな未来

に辿り着くのか…それは私たちの 生き

方過ごし方…それぞれの個性も含めてで

すが 何かを変えたい…ご自分を 変えた

いその事 忘れない…怠らないで 下さい

全般* 何か 新しい出逢い? いえ 決まり

事…待ち焦がれた?…初めてではない…?

何なんでしょう…。ご自身が決めて生ま

れたのに…繋がらなかった「線」全ての

「点 」が 今 「線」にと…。仕事や…

生活に 交友関係に…進めている行事に…

事業に…あなたの意のまま…望む…まま

の転換が 変化が顕れて来ます。心おきな

く進めても…物事が 成立するはずです。

少し前から?だったかな 動きを感じてい

たはず…です。う～ん 何とも焦れったい

全般* しっかり…神仏さまからご褒美…

頂ける様な 生き方…していますか 出来

ていますか 何か目に見えないモノに…心

乱されて 腑
ふ

に落ちない思いに…心を占拠

されて グチグチ…と 勿体ない!ですよね

せっかくの人生…誰の為でもない あなた

の あなただけの人生…だから だから…

いいんです。ッて ですか ご自分で吹

っ切れないのに…開き直ること…ないで

しょう 可愛い可愛いご自分を一人でヨイ

ショ…してでも 生き直す? 手だてはある

全般* 人間は「気づき」を 繰り返しなが

ら…前に進む生き物…ですが 次の段階に

進むこと…それは「実行」という二文字

です。気づきの数だけ 実行が整えば凄い

事に…なります…が そんなに甘っちょろ

いもの…じゃない…ですよね 誰にだって

分かっている事です。そう!言い訳すれば

「魔」…の 思う壺…です。負けられませ

んよね あなたなら負けません負けないと

保証…しますので 頑張って下さいませ。

今月は…この程度の優しい「試練
レッスン

」です

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* とても…とても 危険がいっぱい

です 断崖絶壁に立っている…と自覚が

ありますか? 何とか通り抜けられる方…

と ムリ・ムリ…と 思える方…関係ない

生き方の方も…それぞれに何かに向き合

いながら…この「試練
レッスン

」を乗り切る…

より 他に道はない…でしょう。この…

『ガイド』が…あなたの手に届いていて

それでも 方向転換 出来ないのなら…心

の向きなんて変わりっこない…でしょう

人生…諦める? それとも生き直す…? の

全般* 少しの変化も見逃さずに…機会
チャンス

に

変えられる…生き方…緊張感を持って…

生きて来た…生きている…と 言い切れる

方…どれほどいらっしゃるのかな? 人生

は長い…いえ短い? かも…心を込めて生

きられる生き方…暗中模索? いえ辿り着

く事などないまま…終わる方…あなたは

どちら かな 少し位…先まで 見えて来ま

したか 見えていますか 心を定めるなら

見極めるなら…早い方がいい…と 分かっ

ていても 人それぞれに悩み・迷いはある

全般* 迷ったり・悩んだり…失敗したり

人生はいろいろ…ですが。同じ月生まれ

でも…大きな「差」が出るのは…何故…

でしょうか 大きく飛躍を遂げた方…同

じ所をくるくる…ただ廻っているだけ…

で…それでも 可もなく不可もなく…なら

いいのですが 大きな負荷…だらけとは…

少し…ご自分の生き方点検
チェック

…して見ては

真っ正直に人生と向き合っていれば…大

きな変化…成功へと繋がったはず…です

神仏さまのご加護…計り知れないのに…

全般* ７月生まれに引き続き…神仏さま

の ご加護…頂けていますか? 何か意味も

なく…独りよがりだったり…心を遊ばせ

過ぎたり…詰めが甘かったり…と 抜け落

ちていた事多々ある…と 心当たりがあ

る? それなら軌道修正…です。誓う…の

です。生き方を変える…と 。何時どんな

時でも方向転換は可能…です。あなた…

だけじゃなく会社も一家も社会への影響

も…と 全てに対して…の影響を考えると

被害は甚大…です。大層…ですがホントです

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 「頭の回転」も 心配りも×

バツ

です

周囲の人間といかに良い関係を築くか…

は「言葉」が人間関係の中でどう使われ

るか…で表され「お里が知れる」とは…

よくいったもの…ご自分だけに止まらず

家族の恥…でもある事 心せねば…です

ご自分の…存在の「根っこ」は あなた

が 吐く 言葉で…顕されます。感情を…

抑制出来ず 口にする言葉…は 相手だけ

じゃなく あなたの生き方や過去（家族…）

をも否定し…支えられもする…ものです

全般* 常に…ご自分にとって「今 何が」

大切…か を 考える 通り過ぎてしまえば

引き返す事も 取り返す事も出来ないのが

人生…です。その瞬間・一瞬に心を込め

心残りのない…人生にする為に…何を重

ね 何を心掛けるのか…精一杯…!を 忘れ

ない ご自分に 降り注がれる光を真正面

から受けられる…あなたでい続けて欲し

いから…何があっても「戦う為…生まれ

て来た」事…忘れない・愚痴らない…で

あなたに あなただから…の「試練
レッスン

」…!

全般* 何かを手放す…別れる…。そして

新たなる始まりへと…何かが終わって…

新しい時間がはじまる方…終わりでは…

無かったけれど…続きの中で 又 ページ

を増やして…始める方…それぞれの人生

に必要なもの・事…そんな遭遇を…奇跡

に変えたいですね 私たちに動かすことの

出来ない・かなわない 力強い「時間」と

いう連続性…。限りある命…永遠の時間

輪廻転生…という「大きな（巨きな…）旅」

人を未だ見ぬ…異空へと誘う…始まり…

全般* 11月生まれ…と同じ…大きなもの

計り知れない巨
おお

きなもの…その存在に…

導かれながら…ご自分と戦う為生まれて

来た…と 再認識…して下さい。それが…

あなたの新たなる再出発でもあるのです

私たちはこの地球という（今…）荒ぶる星

の中…動物も・植物も・人間も・それぞ

れの 関係性を 持ちながら 生きて・生か

されて…誰もが同じひとつの星で暮らし

ている寄宿人…に 過ぎないのですから

「永遠の・大いなる存在
ちから

」に委ね 生きる

「ツキも 実力のうち」

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『22 年 8 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* 何もしないまま…時が過ぎていく

これほど虚しいものはない…

この一瞬にこの瞬間に…私たちの未来があるのに…

前にも書きました

「唯
わたし

の見つめる未来にあなたはいますか」

同じ未来を見つめ目指し…

進む努力をしているでしょうか

私たちの乗った「方舟
はこぶね

…」

どんな未来に辿り着くのか…

それは私たちの 生き方過ごし方…

それぞれの個性も含めてですが

何かを変えたい…ご自分を 変えたい

その事 忘れない…

怠らないで 下さい

『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 何か 新しい出逢い?

いえ 決まり事…待ち焦がれた?…

初めてではない…?何なんでしょう…。

ご自身が決めて生まれたのに…

繋がらなかった「線」全ての「点 」が

今 「線」にと…。

仕事や… 生活に 交友関係に…

進めている行事に…事業に…

あなたの意のまま…望む…ままの転換が

変化が顕れて来ます。

心おきなく進めても…物事が 成立するはずです。

少し前から?だったかな

動きを感じていたはず…です。

う～ん 何とも焦れったい

『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* しっかり…神仏さまからご褒美…頂ける様な

生き方…していますか 出来ていますか

何か目に見えないモノに…心乱されて

腑
ふ

に落ちない思いに…心を占拠されて

グチグチ…と 勿体ない!ですよね

せっかくの人生…誰の為でもない

あなたの あなただけの人生…だから

だから…いいんです。ッて ですか

ご自分で吹っ切れないのに…

開き直ること…ないでしょう

可愛い可愛いご自分を

一人でヨイショ…してでも 生き直す?

手だてはある

『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 人間は「気づき」を 繰り返しながら…

前に進む生き物…ですが 次の段階に進むこと…

それは「実行」という二文字です。

気づきの数だけ 実行が整えば

凄い事に…なります…が

そんなに甘っちょろいもの…じゃない…ですよね

誰にだって分かっている事です。

そう!言い訳すれば「魔」…の 思う壺…です。

負けられませんよね

あなたなら負けません負けないと

保証…しますので 頑張って下さいませ。

今月は…この程度の優しい「試練
レッスン

」です



『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* とても…とても 危険がいっぱいです

断崖絶壁に立っている…と自覚がありますか?

何とか通り抜けられる方…と

ムリ・ムリ…と 思える方…

関係ない生き方の方も…

それぞれに何かに向き合いながら…

この「試練
レッスン

」を乗り切る…より

他に道はない…でしょう。

この…『ガイド』が…あなたの手に届いていて

それでも 方向転換 出来ないのなら…

心の向きなんて変わりっこない…でしょう

人生…諦める? それとも生き直す…? の



『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 少しの変化も見逃さずに…

機会
チャンス

に変えられる…生き方…緊張感を持って…

生きて来た…生きている…と 言い切れる方…

どれほどいらっしゃるのかな?

人生は長い…いえ短い? かも…

心を込めて生きられる生き方…暗中模索?

いえ辿り着く事などないまま…終わる方…

あなたはどちら かな

少し位…先まで 見えて来ましたか

見えていますか

心を定めるなら見極めるなら…

早い方がいい…と 分かっていても

人それぞれに悩み・迷いはある



『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 迷ったり・悩んだり…失敗したり

人生はいろいろ…ですが。

同じ月生まれでも…大きな「差」が出るのは…

何故…でしょうか

大きく飛躍を遂げた方…

同じ所をくるくる…ただ廻っているだけ…で…

それでも 可もなく不可もなく…ならいいのですが

大きな負荷…だらけとは…

少し…ご自分の生き方点検
チェック

…して見ては

真っ正直に人生と向き合っていれば…

大きな変化…成功へと繋がったはず…です

神仏さまのご加護…計り知れないのに…



8 月生まれの方

全般* ７月生まれに引き続き…

神仏さまの ご加護…頂けていますか?

何か意味もなく…独りよがりだったり…

心を遊ばせ過ぎたり…詰めが甘かったり…と

抜け落ちていた事多々ある…と

心当たりがある?

それなら軌道修正…です。誓う…のです。

生き方を変える…と 。

何時どんな時でも方向転換は可能…です。

あなた…だけじゃなく会社も一家も

社会への影響も…と 全てに対して…の

影響を考えると被害は甚大…です。

大層…ですが ホントです

『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 「頭の回転」も 心配りも×
バツ

です

周囲の人間といかに良い関係を築くか…は

「言葉」が人間関係の中でどう使われるか…で表され

「お里が知れる」とは…よくいったもの…

ご自分だけに止まらず家族の恥…でもある事

心せねば…です

ご自分の…存在の「根っこ」は

あなたが 吐く 言葉で…顕されます。

感情を…抑制出来ず 口にする言葉…は

相手だけじゃなく

あなたの生き方や過去（家族…）をも

否定し…支えられもする…ものです

『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 常に…ご自分にとって

「今 何が」大切…か を 考える

通り過ぎてしまえば引き返す事も

取り返す事も出来ないのが人生…です。

その瞬間・一瞬に心を込め

心残りのない…人生にする為に…

何を重ね 何を心掛けるのか…

精一杯…!を 忘れない

ご自分に 降り注がれる光を

真正面から受けられる…

あなたでい続けて欲しいから…

何があっても「戦う為…生まれて来た」事…

忘れない・愚痴らない…で

あなたに あなただから…の「試練
レッスン

」…!

『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 何かを手放す…別れる…。

そして新たなる始まりへと…何かが終わって…

新しい時間がはじまる方…

終わりでは…無かったけれど…

続きの中で 又 ページを増やして…始める方…

それぞれの人生に必要なもの・事…

そんな遭遇を…奇跡に変えたいですね

私たちに動かすことの出来ない・かなわない

力強い「時間」という連続性…。

限りある命…永遠の時間輪廻転生…という

「大きな（巨きな…）旅」人を未だ見ぬ…

異空へと誘う…始まり…

『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 11 月生まれ…と同じ…

大きなもの計り知れない巨
おお

きなもの…

その存在に…導かれながら…

ご自分と戦う為生まれて来た…と

再認識…して下さい。

それが…あなたの新たなる

再出発でもあるのです

私たちはこの地球という（今…）荒ぶる星の中…

動物も・植物も・人間も・それぞれの 関係性を

持ちながら 生きて・生かされて…

誰もが同じひとつの星で暮らしている

寄宿人…に 過ぎないのですから

「永遠の・大いなる存在
ち か ら

」に委ね 生きる

『平成 22 年 8 月の運 気
チャンスライン

』


