
冒頭の（今月）…標語

『唯心会』 そして安楽寺へと繋
つな

がる…集まり 私たちは 皆 同士・であり 「同志」です。「自分と戦うため生まれて来た…」 のなら

お互いが良き「ライバル」で ありたい もの…。躓
つまづ

く人がいたなら…後に続く方のため…その石を除き… 息が切れそうな人がいたなら…

歩調を緩
ゆる

め…背中に手を…。 「ライバル」だから…「同じ土俵」で…「同じリング」で…戦いたい…。 それは 「自分に打ち勝つ…」手を 緩
ゆる

めない…為

そして戻る・還
かえ

る場所（安楽寺）があること…終焉
と き

が来たなら…後悔せず…思い残すことなく…来世へと 繋
つな

がる道を 戻りたい ものです。

心に定
さだ

めた・決めた 出逢いの為 真っ直ぐな道を目指して…良き出逢いを重ねる為の道…「又 出逢いたい…」と 切望しながら…（来月に続きます）

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 気づきの数だけ「試練

レッスン

」はあり

それが 出逢いへと…変化するのです。

人との出逢い…だけじゃなくご自身の心

そして相手の心の動き…もっと大事な…

運気へと。ここんとこ少し…ご自分が…

浮き足立っていませんか 何がそんなに

「ハイ」に…心をハイにしているのです

か…頭に掛かっていた重いもの…少し…

だけ軽くなった?いえ気に掛かる?だから

ご自分を奮い立たせている?のですか…

何もかもきっと勘違い…です。心沈める

全般* 低迷? なわけないじゃないですか

ご自分の心を鼓舞させ…皆と共に…それ

ぞれが 持てる力を発揮出来るように…と

常に同じ「目」で 相手を見る…それが…

出来てこそ 新しい第一歩…踏み出せる…

ご自分だけが頑張っても…少し違う?気が

するのですが 組織を動かす…それこそが

あなた本来の役目…そして人それぞれの

運気をも 動かすことへと繋がるのです

しっかりとご自分自身の運気も積むこと

で他の力を利用出来る…神仏詣で 吉です

全般* 少しずつ…心のポジションを 向き

を 変えて来られたなら…何かが動きます

未だ立ち止まったまま…なら 少しヤバイ

ご自分の心 一つコントロール出来なくて

何が人生…何が運気…な ものですか 気

に掛かる…気にする なんてちっちえ～

事…言ってないでど～んと 構
かま

えて何で

も来いって思って下さい。本当は気持ち

が付いて来ない…んでしょうけれど どこ

にいっても何をしていても 大丈夫!です

平常心…育てる 常に落ちついて行動する

全般* 大きな気づきの中にいます。今…

変化を求められています。何にでも変化

出来る柔軟性…お持ちなので…す…が

生かされていません。待ち構えていても

じっとしているだけじゃ 物事は変わらな

いのですよ 仕事も・私生活も・新しく…

気持を切り替えて あなた…から 出る…

のです。一歩・一言・前向きで・笑顔で

迎える…向かう…のです。発言する…の

です。出しゃばらず・控えめながら でも

相手の心の奥に思い至らせながら…です

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 神仏

か み

さま頼みの夏…は いかが…

でしたか 普通…の 日常が…ご自分が…

どれだけ大切か…遠くは見えても 一秒

という先は見えない…どれほどの力で…

導かれていても 信じる心がなければ…

何の役にも立たない…全ては どれだけ

委ねても…信じても…聞く耳持たねば…

実行に…移さ無ければ「馬の耳に念仏」

でも…その出逢いにすら…終わりはある

ということ…心していて下さい。時間は

永遠であっても生命
いの ち

には終わりは来る事

全般* 張り切り過ぎたり…落ち込んだり

と 忙しい性格…ですね 常に変わらず…

平静に…いられたら あなたの運気にも…

変化が起きる?かも 心を沈めて…先を…

見つめる 今 目の前の美味しそうな物…

誘惑に負けない…「魔」が罠を仕掛けて

います。もう少し先に…きっと樹木ごと

の美味しい果物を手に…出来る はずです

まだまだですが…きっと牧場ごと…菓子

工場ごと…百貨店ごと…。際限なく…先

にあるもの へと我慢を 重ねて下さいね

全般* いろんな試練
レッスン

が待ち構えている…

はずの方…すんなり…と 通り過ぎた方

見つめる先は…同じです。性差や・性格

長幼の差・育ち・環境の変化…幾重にも

張り巡らされた糸…それでも一枚の織物

であることには変わりはなく…私たちは

自然の大きな仕組みの中の一片のピース

早く気づいた者…だけが 走り抜けられる

そんな出逢いを重ねて成長をしている…

はず ですが。あなたは今 どの辺り…

先月に続き…ご自分の位置…確認? です

全般* 日々の暮らしの中で…小さな変化

も見逃さず…何かに向かって挑戦し続け

ていますか 少しお疲れ…の方 この暑さ

ですものムリはない…のですが 秋から冬

に向けて…又 大きく運気が動く?気配の

方…も もちろん関わりの方たちとの相性

にもよりますし すべて万全ではないの…

でしょうが 体調も整え…大きな変化に

飲み込まれないように…乗れる…ご自分

をつくることでしょう。今年は この後も

少し走り加減で進んで行きます 頑張れ!!

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* ご自身の心の向き…点検

チェック

…です

一生懸命…生きていれば それでいい…

のではないのです。関わりの…人生を…

共に歩いている…家族・友人・仕事仲間

いろいろ…あるでしょうけれど あなた

が 吐いた言葉・視線・が あなたにその

まま戻る それは大きな「魔」や「毒」

をも含んで…。それだけじゃ終わらない

のが…恐い その魔が「糞転がし」の様

にどんどん大きく…いつ間にか…あなた

がその中に…汚くなった顔 想像つきますか

全般* 何か引きずっていませんか 常に…

不足が・不満が・顔を出す…心の中で転

がし…不足の倍
ばい

増
ま

しを 人と比べて見て

も どうしょうもないのに…です。羨まし

い・嘆かわしい・自分と比べて見ても…

何も変わりはしないのに…です。あなた

には あなたらしい良さや 素敵なとこ…

一杯なのに 何故その事に気づかないの…

ですか。誰も言ってくれないってですか

言葉にしたこと…のみが信じられる?の…

ですか 顔を上げて下さい。自信を持って

全般* ぼちぼち…ですね どこかで覚悟を

決めていても…やはり落ち着かないもの

ですか 心おきなく仕えた…と 自信が…

あれば 何も考えることなく…旅立てる?

のに ですよね 何か大層に考えなくても

人生の仕切り直し…は どなたにも あり

ます。再度の…・二毛作…あり…ですか

ここらで一息いれて飛び立つ…のも楽し

いものですよ。託せる・委ねる・が必要

でしょう。あなたの為…誰かが待ってい

たり 祈っています。手を振る余裕も…ね

全般* 人生は… 一度限り…です…が…

それだけじゃ 能力が立ち消えに…。少し

だけ…負荷をかけて…人生二毛作っての

はいかが…かな。あなたの能力や資質を

生かす道…示されている はず ですが…

年齢や環境にもよりますが まだまだ…の

方や もっと…の方 頑張れば再度の花が

開きます。も～いいって方は小休止して

ゆったりと流れる時間を 楽しむのも…。

許される限りの贅沢 楽しむも良し…気が

済めば…再度のダッシュで 頑張れ…です

「無くてはならない、競争相手」松下 幸之助 「日々のことば」より

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『22 年 10 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* 気づきの数だけ「試練
レッスン

」はありそれが

出逢いへと…変化するのです。

人との出逢い…だけじゃなく

ご自身の心 そして相手の心の動き…

もっと大事な…運気へと。

ここんとこ少し…

ご自分が…浮き足立っていませんか

何がそんなに「ハイ」に…

心をハイにしているのですか…

頭に掛かっていた重いもの…

少し…だけ軽くなった?

いえ気に掛かる?

だから ご自分を奮い立たせている?のですか…

何もかもきっと勘違い…です。

心沈める

『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 低迷? なわけないじゃないですか

ご自分の心を鼓舞させ…皆と共に…

それぞれが 持てる力を発揮出来るように…と

常に同じ「目」で 相手を見る…

それが…出来てこそ 新しい第一歩…踏み出せる…

ご自分だけが頑張っても…

少し違う?気がするのですが 組織を動かす…

それこそがあなた本来の役目…

そして人それぞれの運気をも

動かすことへと繋がるのです

しっかりとご自分自身の運気も積むことで

他の力を利用出来る…

神仏詣で 吉です

『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 少しずつ…心のポジションを

向きを 変えて来られたなら…何かが動きます

未だ立ち止まったまま…なら 少しヤバイ

ご自分の心 一つコントロール出来なくて

何が人生…何が運気…な ものですか

気に掛かる…気にする

なんてちっちえ～事…言ってないで

ど～んと 構
かま

えて何でも来いって思って下さい。

本当は気持ちが付いて来ない…んでしょうけれど

どこにいっても何をしていても 大丈夫!です

平常心…育てる

常に落ちついて行動する

『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 大きな気づきの中にいます。

今…変化を求められています。

何にでも変化出来る柔軟性…お持ちなので…す…が

生かされていません。

待ち構えていても じっとしているだけじゃ

物事は変わらないのですよ

仕事も・私生活も・新しく…気持を切り替えて

あなた…から 出る…のです。

一歩・一言・前向きで・笑顔で

迎える…向かう…のです。発言する…のです。

出しゃばらず・控えめながら

でも相手の心の奥に思い至らせながら…です



『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 神仏
か み

さま頼みの夏…は いかが…でしたか

普通…の 日常が…

ご自分が…どれだけ大切か…

遠くは見えても 一秒という先は見えない…

どれほどの力で…導かれていても

信じる心がなければ…何の役にも立たない…

全ては どれだけ委ねても…信じても…

聞く耳持たねば…実行に…移さ無ければ

「馬の耳に念仏」

でも…その出逢いにすら…

終わりはあるということ…

心していて下さい。

時間は永遠であっても

生命
い の ち

には終わりは来る事



『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 張り切り過ぎたり…落ち込んだりと

忙しい性格…ですね

常に変わらず…平静に…いられたら

あなたの運気にも…変化が起きる?かも

心を沈めて…先を…見つめる

今 目の前の美味しそうな物…誘惑に負けない…

「魔」が罠を仕掛けています。

もう少し先に…きっと樹木ごとの

美味しい果物を手に…出来る はずです

まだまだですが…

きっと牧場ごと…菓子工場ごと…百貨店ごと…。

際限なく…先にあるもの へと

我慢を 重ねて下さいね



『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* いろんな試練
レッスン

が待ち構えている…はずの方…

すんなり…と 通り過ぎた方見つめる先は…同じです。

性差や・性格長幼の差・育ち・環境の変化…

幾重にも張り巡らされた糸…

それでも一枚の織物であることには変わりはなく…

私たちは自然の大きな仕組みの中の

一片のピース早く気づいた者…だけが

走り抜けられるそんな出逢いを

重ねて成長をしている…はず ですが。

あなたは今 どの辺り…

先月に続き…ご自分の位置…確認? です



8 月生まれの方

全般* 日々の暮らしの中で…

小さな変化も見逃さず…

何かに向かって挑戦し続けていますか

少しお疲れ…の方 この暑さですもの

ムリはない…のですが 秋から冬に向けて…

又 大きく運気が動く?気配の方…も

もちろん関わりの方たちとの相性にもよりますし

すべて万全ではないの…でしょうが

体調も整え…大きな変化に飲み込まれないように…

乗れる…ご自分をつくることでしょう。

今年は この後も 少し走り

加減で進んで行きます 頑張れ!!

『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* ご自身の心の向き…点検
チェック

…です

一生懸命…生きていれば

それでいい…のではないのです。

関わりの…人生を…共に歩いている…

家族・友人・仕事仲間いろいろ…あるでしょうけれど

あなたが 吐いた言葉・視線・が

あなたにそのまま戻る

それは大きな「魔」や「毒」をも含んで…。

れだけじゃ終わらないのが…恐い

その魔が「糞転がし」の様にどんどん大きく…

いつ間にか…あなたがその中に…

汚くなった顔 想像つきますか

『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 何か引きずっていませんか

常に…不足が・不満が・顔を出す…

心の中で転がし…不足の倍
ばい

増
ま

しを

人と比べて見ても どうしょうもないのに…です。

羨ましい・嘆かわしい・自分と比べて見ても…

何も変わりはしないのに…です。

あなたには あなたらしい良さや 素敵なとこ…

一杯なのに 何故その事に気づかないの…ですか。

誰も言ってくれないってですか

言葉にしたこと…のみが信じられる?の…ですか

顔を上げて下さい。自信を持って

『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* ぼちぼち…ですね

どこかで覚悟を決めていても…

やはり落ち着かないものですか

心おきなく仕えた…と 自信が…あれば

何も考えることなく…旅立てる?のに ですよね

何か大層に考えなくても

人生の仕切り直し…は

どなたにも あります。

再度の…・二毛作…あり…ですか

ここらで一息いれて飛び立つ…のも

楽しいものですよ。

託せる・委ねる・が必要でしょう。

あなたの為…誰かが待っていたり

祈っています。

手を振る余裕も…ね

『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 人生は… 一度限り…です…が…

それだけじゃ 能力が立ち消えに…。

少しだけ…負荷をかけて…

人生二毛作ってのはいかが…かな。

あなたの能力や資質を生かす道…

示されている はず ですが…

年齢や環境にもよりますが まだまだ…の方や

もっと…の方 頑張れば

再度の花が開きます。

も～いいって方は

小休止してゆったりと流れる時間を 楽しむのも…。

許される限りの贅沢 楽しむも良し…

気が済めば…再度のダッシュで

頑張れ…です

『平成 22 年 10 月の運 気
チャンスライン

』


