
冒頭の（今月）…標語

（先月に引き続き…）人間はいろいろな出逢いによって支えられ 人生を変えること…変わってしまうことも。人生には「リセットボタン」も「巻き戻しボタン」もありません。

ゴルフの石川選手に麻生元首相が「一流になるには 努力も 運も ライバルも必要…」と。ライバル…とは人間が心を通い合わせることが出来る 神仏
か み

さまからの 贈り物かも。

「わかることは わけること」理解し…差異を認め合うこと 考え方が異なっても「人はそれぞれなのだ」と 相手を尊重、理解し受け入れる。（…たまにはバックする）

そこに 共感が生まれる。 どんなに賢くても自分の背中は見えないもの…。誰かが教えてくれるその事は 地下にしみ込みやがて泉となって湧く生命の水…。

幸せを掴むのは 自分を・相手を・人間を・信じる揺るぎない「力」…大自然に感謝・人間を生み出してくれた宇宙に感謝。「大いなる力」に感謝… この手を離さない

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 新しい出逢いや 再開に 少し心を

トキメク?ことも…あり かも…ですね。

人生の一瞬を大切にして暮らしていれば

どんな一瞬も 見逃すことなく…色濃く

過ごせるもの…ですが さぁ～て機会
チャンス

は

偶然の様な顔をして呼び寄せ・選ばれる

のですが きっと何かが共振…している

でもご自身に「運気」が積めてなければ

それに乗ることは 出来ない…のですよ

家族に…仕事に…大きな結果を出すため

本当に大切なものや 人に…辿り着ける?

全般* 何事も 何時までも続く ある…と

は 限らない…苦しくても耐えれば…通り

過ぎて行く…幸せすら…直ぐに消える…

出逢いも同じ…です。機会
チャンス

を 逃せば…

消えてしまう…再度は…ないのかも…今

一番大切な時…なのに…何故か手を離す

人…手を 掴まない人…あなたには幸福の

女神が 微笑まない?…いえ あなたが避け

る生き方…し続けているのでしょうか…

ご自分の未来に…何を描く…何を望む…

のですか。平凡に過ぎればそれで満足?…

全般* 人生の地図…書き換え?て見ません

か。沢山の体験…嬉しかったこと…悲し

かった事 苦しかったこと 全ては「今」

この「今」の為…だったと 人生の最終で

喜びの「涙」に 変えてみたいものですね

まだまだ間に合う…はず…あなたが何歳

かによりますが…ひとりで生きていく心

づもりの方…や 家族といても…終焉は…

墓は…別…なんて考えている方…。生き

る為の力…の源は…何? あなたの人生の

羅針盤… 後悔に終わる航海にしないで!

全般* 少しずつ…何かに近づいている…

気がしませんか そう!…です ご自分では

気づかず ご自分の心の世界を 広げる…

作用を選ぼうとしているはず…ですが…

その為には…出来るだけ「ひとり」に…

なるよう 心掛けて下さい。ご自分の時間

を持つこと 仕事や私生活から たとえ…

一瞬でも離れて 車のギアを繋ぐ前の状態

の感覚 そんなご自分を取り戻す・空間

時間・心を ニュートラルにする・なれる

ご自分作りを…しっかりＭＤを聞いて…

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 油断大敵…常に伝えて…いますね

なぜ心が緩むのか…何か 大切なこと を

後回しにしていませんか ＭＤ…聞いて

いますか『唯心会』の規則
システム

…把握して

いますか 何事にも働く損得勘定…まだ

整理 出来てないのでは 大切なこと 伝

えるためには 身内にも…他人にも…自

身が「身銭」を切ってでも 大事だと…

指し示せる 度量…持って下さい。世の

中…お金より大切なこと…いっぱいある

でも 見えないものにはお金 払えない?

全般* 大切・大事・を しっかり把握して

いますか 何でも お金を出せば 手に入る

でも…我慢が大事…ご自分が大切…その

大切なご自身の人生…今 の この一瞬に

掛かっているのです。通り過ぎてからで

は 終わります「機会
チャンス

の女神さま」には

後ろ髪はないのです 人生 常に虎視眈々
こしたんたん

と 何事も見逃さない事を 意気込みと…

して持っていて下さい。あなたの未来が

意気揚々…であるためにも…です。再度

生き直し?を求められる…かも知れない?!

全般* 必要なことは…必要な様に配され

今 が ある…人生の摂理…でしょう…ね

あなたが あなたとして生きている…のは

ただ それだけの事じゃなく…ご自分で…

選んで…生まれて来た…事にも繋がるの

ですから この後…の 人生を大切にして

決めた事…やるべきことに…取り組む…

それは「たった ひとりの人の為…」でも

全ては 大きな流れに…永遠の時を生きる

永遠の生命
いのち

に繋がるのです。 神仏
か み

さま

が あなたを必要とされている…証
あかし

に!?

全般* 体力的に…少し の 方も この夏を

乗り切れた…だけでもスゴイこと…です

まだまだ使える…この躰も・心も・頭も

その調子で…秋から冬にかけて体調を…

整えて…新年に (まだ2ヶ月先…)来春に向けて

私生活・仕事・信仰・奉仕?・等 頑張る

来年も忙しく働ける様に…周りの方々の

ご協力が頼み…です。感謝も忘れないで

下さい。人生の先・ご自分の未来に想い

を馳せ 次世代へと繋げること の 努力も

怠らない…。どんな時でも全力投球です!

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 「ひとりでいる・ひとりになる」

ことの意味は…解けましたか あなたの

心を自身が探って見る…何に焦点を当て

何を感じられるか…そして 他者に要求

することは 自らにも突きつける…自身

の生き方にも 容赦しない…そんな強さ

を見つけ出して下さい。ひとりでいると

だらだらと…だらしなく暮らす…休みは

昼頃に起き出す そんな怠惰な生活こそ

甘え… 嘆かわしい人間の業…気づけば

恥ずかしくて人にほざけなくなる!?はず

全般* 人のふり見て 我がふり直せ…って

諺がありました…けれど 常に誰かのこと

気になる…人を羨む…嘆く…ご自身の中

の悲しみ…寂しさ…何と比べても幸せに

繋がったりはしないもの…だと お気づき

ですよね。信じる・信じられる・もの・

者・に 出逢ったら・出逢っている方は…

そのまま 真っ直ぐ…です。ご自身の心を

一つにして「でも・だけど」の消しゴム

で 消さず 真っ直ぐに「心・ど真ん中」

で 進むこと。信じるから奇跡に繋がる

全般* 緩やかな…下り坂…大きな役目が

一つ 終わって 次…まで少し余裕が出来

た方 それぞれに 悲喜こもごもの中に…

あなたのもう一つの未来が…どんな人生

にも これで終わり…の「記念の印
しるし

」は

ないのですが 本当に大事なこと…に出逢

っていながら…手を離してしまった方…

離しそうな方…当然違いは出てくる…の

でしょう 早く気づいて…人生 立て直し

を…。雨粒でも 優しい心の目を通せば

ダイヤモンドに…あなたなら 見える…!!

全般* 「人間は 自分と戦うために 生ま

れて来たのです」… 唯
わたくし

の言葉
セリフ

…です。

「自らの運命を成就するために生まれて

来た」作家ロマン・ローランの長編小説

「ジャン・クリストフ」の台詞…人は…

幸せになるため生まれて来たのではない

与えられた運命を成就するために生まれ

て来たのだと…これが生きる支え…なら

どんなことにも…耐えられる はず…です

目覚めて欲しい!!この出逢いに感謝を込

めて!!あなたの生きるべき道を…目指せ!

「人生のブランコ たまには バックする 大きく前へ こぎ出すために」「現代学生百人一首」（東洋大）

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『22 年 11 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む
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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* 新しい出逢いや 再開に

少し心をトキメク?ことも…あり かも…ですね。

人生の一瞬を大切にして暮らしていれば

どんな一瞬も 見逃すことなく…

色濃く過ごせるもの…ですが

さぁ～て機会
チャンス

は偶然の様な顔をして

呼び寄せ・選ばれるのですが

きっと何かが共振…しているでも

ご自身に「運気」が積めてなければ

それに乗ることは 出来ない…のですよ

家族に…仕事に…大きな結果を出すため

本当に大切なものや 人に…辿り着ける?

『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 何事も 何時までも続く ある…とは 限らない…

苦しくても耐えれば…通り過ぎて行く…

幸せすら…直ぐに消える…出逢いも同じ…です。

機会
チャンス

を 逃せば…消えてしまう…

再度は…ないのかも…

今一番大切な時…なのに…

何故か手を離す人…手を 掴まない人…

あなたには幸福の女神が 微笑まない?…

いえ あなたが避ける生き方…し続けているのでしょうか…

ご自分の未来に…何を描く…

何を望む…のですか。

平凡に過ぎればそれで満足?…

『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 人生の地図…書き換え?て見ませんか。

沢山の体験…嬉しかったこと…

悲しかった事 苦しかったこと

全ては「今」この「今」の為…だったと

人生の最終で喜びの「涙」に

変えてみたいものですね

まだまだ間に合う…はず…

あなたが何歳かによりますが…

ひとりで生きていく心づもりの方…や

家族といても…終焉は…墓は…別…なんて

考えている方…。

生きる為の力…の源は…何?

あなたの人生の羅針盤…

後悔に終わる 航海にしないで!

『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 少しずつ…何かに近づいている…

気がしませんか そう!…です

ご自分では気づかず ご自分の心の世界を 広げる…

作用を選ぼうとしているはず…ですが…

その為には…出来るだけ「ひとり」に…なるよう

心掛けて下さい。

ご自分の時間を持つこと

仕事や私生活から たとえ…一瞬でも離れて

車のギアを繋ぐ前の状態の感覚

そんなご自分を取り戻す・空間 時間・心を

ニュートラルにする・なれるご自分作りを…

しっかりＭＤを聞いて…



『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 油断大敵…常に伝えて…いますね

なぜ心が緩むのか…何か 大切なこと を

後回しにしていませんか

ＭＤ…聞いていますか

『唯心会』の規則
システム

…把握していますか

何事にも働く損得勘定…

まだ整理 出来てないのでは

大切なこと 伝えるためには

身内にも…他人にも…自身が「身銭」を切ってでも

大事だと… 指し示せる 度量…持って下さい。

世の中…お金より大切なこと…いっぱいある

でも 見えないものには

お金 払えない?



『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 大切・大事・を しっかり把握していますか

何でも お金を出せば 手に入る

でも…我慢が大事…ご自分が大切…

その大切なご自身の人生…

今 の この一瞬に掛かっているのです。

通り過ぎてからでは 終わります

「機会
チャンス

の女神さま」には後ろ髪はないのです

人生 常に 虎視眈々
こ し た ん た ん

と 何事も見逃さない事を

意気込みと…して持っていて下さい。

あなたの未来が意気揚々…であるためにも…です。

再度生き直し?を求められる…かも知れない?!



『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 必要なことは…必要な様に配され

今 が ある…人生の摂理…でしょう…ね

あなたが あなたとして生きている…のは

ただ それだけの事じゃなく…

ご自分で…選んで…生まれて来た…事にも

繋がるのですから

この後…の 人生を大切にして

決めた事…やるべきことに…取り組む…

それは「たった ひとりの人の為…」

でも全ては 大きな流れに…永遠の時を生きる

永遠の生命
い の ち

に繋がるのです。

神仏
か み

さまが あなたを 必要とされている…

証
あかし

に!?



8 月生まれの方

全般* 体力的に…少し の 方も

この夏を乗り切れた…だけでもスゴイこと…です

まだまだ使える…この躰も・心も・頭も

その調子で…秋から冬にかけて体調を…整えて…

新年に (まだ2 ヶ月先…)来春に向けて

私生活・仕事・信仰・奉仕?・等 頑張る

来年も忙しく働ける様に…

周りの方々のご協力が頼み…です。

感謝も忘れないで下さい。

人生の先・ご自分の未来に想いを馳せ

次世代へと繋げること の 努力も怠らない…。

どんな時でも全力投球です!

『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 「ひとりでいる・ひとりになる」ことの意味は…

解けましたか

あなたの心を自身が探って見る…

何に焦点を当て何を感じられるか…

そして 他者に要求することは 自らにも突きつける…

自身の生き方にも 容赦しない…

そんな強さを見つけ出して下さい。

ひとりでいるとだらだらと…だらしなく暮らす…

休みは昼頃に起き出す

そんな怠惰な生活こそ甘え…

嘆かわしい人間の業…

気づけば恥ずかしくて人にほざけなくなる!?はず

『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 人のふり見て 我がふり直せ…って

諺がありました…けれど

常に誰かのこと気になる…人を羨む…嘆く…

ご自身の中の悲しみ…寂しさ…

何と比べても幸せに繋がったりはしないもの…だと

お気づきですよね。

信じる・信じられる・もの・者・に

出逢ったら・出逢っている方は…

そのまま 真っ直ぐ…です。

ご自身の心を一つにして

「でも・だけど」の消しゴムで 消さず

真っ直ぐに「心・ど真ん中」で 進むこと。

信じるから 奇跡に繋がる

『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 緩やかな…下り坂…

大きな役目が一つ 終わって

次…まで少し余裕が出来た方

それぞれに 悲喜こもごもの中に…

あなたのもう一つの未来が…どんな人生にも

これで終わり…の「記念の印
しるし

」は ないのですが

本当に大事なこと…に出逢っていながら…

手を離してしまった方…

離しそうな方…当然違いは出てくる…のでしょう

早く気づいて…人生 立て直し を…。

雨粒でも 優しい心の目を通せば

ダイヤモンドに…あなたなら 見える…!!

『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 「人間は 自分と戦うために

生まれて来たのです」…

唯
わたくし

の言葉
セ リ フ

…です。

「自らの運命を成就するために生まれて来た」

作家ロマン・ローランの長編小説

「ジャン・クリストフ」の台詞…

人は…幸せになるため生まれて来たのではない

与えられた運命を成就するために生まれて来たのだと…

これが生きる支え…なら

どんなことにも…耐えられる はず…です

目覚めて欲しい!!

この出逢いに感謝を込めて!!

あなたの生きるべき道を…目指せ!

『平成 22 年 11 月の運 気
チャンスライン

』


