
冒頭の（今月）…標語

「人生には二つの生き方がある」…「奇跡なんてない」と思って生きること。もう一つは「すべてが奇跡だ」と 思って生きる

新聞のスポーツ欄に『今年の 6月 29 日に終わったヨーロッパ選手権でも 逆転の連続で「ベスト４」に入ったトルコ。「奇跡」の報道に対して、

テリム監督は 私は前者「奇跡なんてない」チームが最後まで敗北を受け入れず戦えば勝利のチャンスは自分達で生み出せる。ロスタイムまで

戦い抜いた選手達への信頼と賞賛。名将の一言。』と。「すべてが奇跡だ」人間として生まれてきたのも…こうして生きているのも「奇跡」だ…

と 考える生き方もあり…その方の生き方や考え方…次第かも知れませんが 全ては「感謝」から始まる…と思えるのです。「あなたは どちら派?」

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 弱さや欠点のある 今のご自分を

否定…するのじゃなく…良いところを…

認め…伸ばし…しながら しっかりと…

心を…「変わりたい」というご自分の…

心を応援 しながら…少し 視野を広げる

そんな努力も…重ねて下さい。忘れない

で下さい「ガラクタ」を抱えこまない…

心も 躰も スッキリ…とは 部屋の中や

環境を整えてこそ出来る技
わざ

だと言う事

です。わだかまりを…解
ほど

いてこそ晴れ

やかな気持になれるという体験した方 ?

全般* いろいろ…あった・あって 人生…

ですが 終盤に入っている方、まだまだ…

先は長い方…同じ月生まれの中にも境遇

に違い…が。やっと手に入れた・入れら

れた 出逢いがあった・結ばれた それぞ

れ 悲喜こもごも…ですが 先月から今月

にかけての…みえない・見える 変化を

大切になさって下さい。あなたの生きて

いる意味や 生まれて来た…事…の答えに

繋がる?かも すぐ結果を求めない…ゆっ

くり…です。時間がなくても… 一緒です

全般* 「肝心なことは目に見えない…」

こと…ご存じですか 目に見えている事

物・者…それにすら 心を配
くば

れていない…

のに「見えない力」の怖さなどお分かり

にならない? かも 知れませんが…この世

の中の仕組みを構築したのは 人間…と

自負していても 何物にも代え難いご自分

自身を生み出したのは「大いなる力
ちから

」

その「源」に触れることすら出来ない…

のが 我々人間です。謙虚さを失わないで

独りでは何事も成り立たない事 再確認!!

全般* ご自分の吐いた・書いた 言葉の…

通りの生き方…頑張って実現しましよう

きっと近くで誰かが見ていて…少しずつ

変化の…兆しが現れる?かも知れないから

です。何も考えない・何も望まないで…

ただひたすら思いのまま…生きていれば

その小さな「想い」が…大きな「想い」

へと…進化し…伝播し…嬉しい変化へと

繋がるように 同じ一生なら・同じ生きる

のなら…同じ戦うのなら…生き甲斐を…

感じられるように…方向を方法を変える!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* せっぱ詰まらなければ…詰まって

も…何も感じずに生きていられる…その

根性…ステキです と 賞賛して差し上

げたい位。鈍感 なんですか?…それとも

根性無し…なのか ちょっと「お頭
つむ

」…

を 疑います。これでも頑張って心を…

砕いている と それってご本人だけって

こと…ですよね 人様からは何も感じて

いない と とられることの方が多いでし

ようね それが運気へと移行し 何か大

切なことに影響なければいいのですが…

全般* 難しい方…が 多いですね いえ

性格じゃなく 年齢や・環境・が 影響…

しているのか…本人の資質…なのか…と

ご自分自身に…拘り過ぎると…運気にも

影響を及ぼすのでは…素直に相手の言葉

が聞けるご自分を作ること…行動半径も

広くし…心を委
ゆだ

ねることも…大切ですよ

相手の思いをも汲める…相手を立てる…

ことも出来る 講釈
こうしゃく

を垂
た

れない 一言

何か口にしないと治
おさ

まらないその癖…を

直して 素直に 事に向き合う それが大切

全般* 「大変」って 大きく変わる…こと

あなたの人生の分岐点…いつだった…か

覚えていますか ごく最近…いえ未だかも

人は 一人では 生きられない…のですが

ご夫婦・ご兄弟・姉妹・ご家族だけじゃ

なく…環境も 状況も 含めて 今のあなた

を 作っている 支えている もの に…

焦点を合わせてみて下さい。何処で変化

をし …どこで曲がったか…スピードを…

上げたか…分かる生き方が出来ている…

人生はスバラシイ 全てに感謝ですよね

全般* 7月生まれと（何か繋がっている…?）…

同じく大きく変われてた…変われている

こと気づいていますか 人生は・人間は

常に進化し…続けているものです。停滞

は許されない…退歩だと あなたの進化は

あなたに取っての 進化とは…どんなこと

一体何なんでしょう 今 青春の真っ只中

もう終焉を迎える方…まだまだこれから

だと…頑張っておられる方…そして男性

女性…いろんな「差」あり「違い」を…

抱えて進む道…ひたすら運気を積む事です!!

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* ご自分の「役」を演じていない…

と 分かりますか 先ずは「ご自分」を…

演じることから始める「自分らしさ」

を 付け加えるのは その後…です。分か

っているようで 分からないのが 人間…

ご自分を生かせていない…ことほど残念

なことは無いもったいない…の一言です

あなたが あなたらしく…あることの…

前提…もう一度 ご自分の気質・生い立

ちの中で育んできた…素養…人を思いや

れること 想い至れるから 教養という…

全般* 仕事にしろ 私生活にしろ…何かが

違う…と思えるとき 一歩下がって状況を

見てみる…その状況の中で…今 何が一番

大切か 最初に 手をつけることは 何かと

もう一つは ご自分の心の中…なんですよ

「やりたくない」ことそれをいかに分析

してみるか…です。人間には得て 不得手

がありますが 本当にやりたいことは…

「やりたくない」事の中に潜んでいる…

答がある…という事です。その事に手を

出した時 …それが見えてくるのでしょう

全般* ありのまま…今のご自分をさらけ

出すこと…で 状況が変わる…変化が…

見られる…かも 知れませんね 人間は…

悩んでこそ 生きる意味に気づき 勇気も

湧いてくるもの でしょう。何かが終わり

新しく始まる…期待・予感・ステキな事

が起きる様に…全てに心配りを忘れない

終わり良ければ…全て良し…人生の終焉

すら…次の生への予感に繋がるものです

目配り・気配り 最後の最後まで手を抜か

ず…です。手渡すもの…大切な「命」…

全般* 「信頼」と「タイミング」…謎か

け ではありません…が ご自分の知って

いることを いつ伝えるのか…が全ての

勝負…でしょう。「いつ」…というその

言葉の通り タイミングを 外せば意味を

為さないことに なるのでしょう。あなた

が 大切に思う…その心が本当に真剣なら

なおさら…です ご自身が 考え 感じた

大切な想いを伝える そのこと それが…

誰かのため…なら…それが「今」だと…

思えるなら 躊躇せず…踏み出すこと…!!

「奇跡なんてないと思って生きる」「すべてが奇跡だと思って生きる」アインシュタインの言葉

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『22 年 9 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* 弱さや欠点のある

今のご自分を否定…するのじゃなく…

良いところを…認め…伸ばし…しながら しっかりと…

心を…「変わりたい」という

ご自分の…心を応援 しながら…

少し 視野を広げる

そんな努力も…重ねて下さい。

忘れないで下さい

「ガラクタ」を抱えこまない…心も 躰も スッキリ…とは

部屋の中や環境を整えてこそ

出来る技
わざ

だと言う事です。

わだかまりを…解
ほど

いてこそ

晴れやかな気持になれるという体験した方 ?

『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* いろいろ…あった・あって 人生…ですが

終盤に入っている方、まだまだ…先は長い方…

同じ月生まれの中にも境遇に違い…が。

やっと手に入れた・入れられた

出逢いがあった・結ばれた

それぞれ 悲喜こもごも…ですが

先月から今月にかけての…みえない・見える

変化を大切になさって下さい。

あなたの生きている意味や

生まれて来た…事…の答えに繋がる?かも

すぐ結果を求めない…ゆっくり…です。

時間がなくても… 一緒です

『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 「肝心なことは目に見えない…」こと…

ご存じですか

目に見えている事物・者…それにすら

心を配
くば

れていない…のに

「見えない力」の怖さなど

お分かりにならない? かも 知れませんが…

この世の中の仕組みを構築したのは

人間…と自負していても

何物にも代え難いご自分自身を生み出したのは

「大いなる力
ちから

」

その「源」に触れることすら出来ない…のが

我々人間です。

謙虚さを失わないで

独りでは何事も成り立たない事 再確認!!

『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* ご自分の吐いた・書いた

言葉の…通りの生き方…頑張って実現しましよう

きっと近くで誰かが見ていて…

少しずつ変化の…兆しが現れる?かも

知れないからです。

何も考えない・何も望まないで…

ただひたすら思いのまま…生きていれば

その小さな「想い」が…大きな「想い」へと…

進化し…伝播し…嬉しい変化へと繋がるように

同じ一生なら・同じ生きるのなら…

同じ戦うのなら…

生き甲斐を…感じられるように…

方向を方法を変える!



『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* せっぱ詰まらなければ…詰まっても…

何も感じずに生きていられる…

その根性…ステキです と

賞賛して差し上げたい位。

鈍感 なんですか?…

それとも 根性無し…なのか

ちょっと「お頭
つむ

」…を 疑います。

これでも頑張って心を…砕いている と

それってご本人だけってこと…ですよね

人様からは何も感じていない と

とられることの方が多いでしようね

それが運気へと移行し 何か大切なことに

影響なければいいのですが…



『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 難しい方…が 多いですね

いえ性格じゃなく 年齢や・環境・が

影響…しているのか…

本人の資質…なのか…と

ご自分自身に…拘り過ぎると…

運気にも影響を及ぼすのでは…

素直に相手の言葉が聞ける

ご自分を作ること…

行動半径も広くし…心を委
ゆだ

ねることも…大切ですよ

相手の思いをも汲める…

相手を立てる…ことも出来る

講釈
こうしゃく

を垂
た

れない

一言何か口にしないと治
おさ

まらない

その癖…を直して 素直に 事に向き合う

それが大切



『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 「大変」って 大きく変わる…こと

あなたの人生の分岐点…

いつだった…か覚えていますか

ごく最近…いえ未だかも人は

一人では 生きられない…のですが

ご夫婦・ご兄弟・姉妹・ご家族だけじゃなく…

環境も 状況も 含めて 今のあなたを 作っている

支えている もの に…

焦点を合わせてみて下さい。

何処で変化をし…どこで曲がったか…

スピードを…上げたか…分かる生き方が

出来ている…人生はスバラシイ

全てに感謝ですよね



8 月生まれの方

全般* 7 月生まれと（何か繋がっている…?）…

同じく大きく変われてた…変われていること

気づいていますか

人生は・人間は常に進化し…続けているものです。

停滞は許されない…退歩だと

あなたの進化はあなたに取っての 進化とは…

どんなこと一体何なんでしょう

今 青春の真っ只中もう終焉を迎える方…

まだまだこれからだと…頑張っておられる方…

そして男性女性…

いろんな「差」あり「違い」を…抱えて

進む道…ひたすら運気を積む事です!!

『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* ご自分の「役」を演じていない…と

分かりますか

先ずは「ご自分」を…演じることから始める

「自分らしさ」 を 付け加えるのは その後…です。

分かっているようで 分からないのが

人間…ご自分を生かせていない…ことほど

残念なことは無いもったいない…の一言です

あなたが あなたらしく…あることの…前提…

もう一度 ご自分の気質・生い立ちの中で育んできた…

素養…人を思いやれること

想い至れるから 教養という…

『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 仕事にしろ 私生活にしろ…

何かが違う…と思えるとき

一歩下がって状況を見てみる…

その状況の中で…今 何が一番大切か

最初に 手をつけることは 何かと

もう一つは ご自分の心の中…なんですよ

「やりたくない」こと

それをいかに分析してみるか…です。

人間には得て 不得手がありますが

本当にやりたいことは…

「やりたくない」事の中に潜んでいる…

答がある…という事です。

その事に手を出した時 …

それが見えてくるのでしょう

『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* ありのまま…

今のご自分をさらけ出すこと…で

状況が変わる…変化が…見られる…かも

知れませんね

人間は…悩んでこそ 生きる意味に気づき

勇気も湧いてくるもの でしょう。

何かが終わり新しく始まる…

期待・予感・ステキな事が起きる様に…

全てに心配りを忘れない

終わり良ければ…全て良し…

人生の終焉すら…次の生への予感に繋がるものです

目配り・気配り 最後の最後まで手を抜かず…です。

手渡すもの…大切な「命」…

『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 「信頼」と「タイミング」…

謎かけ ではありません…が

ご自分の知っていることを いつ伝えるのか…が

全ての勝負…でしょう。

「いつ」…というその言葉の通り

タイミングを 外せば意味を為さないことに

なるのでしょう。

あなたが 大切に思う…

その心が本当に真剣ならなおさら…です

ご自身が 考え 感じた 大切な想いを伝える

そのこと それが…誰かのため…なら…

それが「今」だと…思えるなら

躊躇せず…踏み出すこと…!!

『平成 22 年 9 月の運 気
チャンスライン

』


