
冒頭の（今月）…標語

先の楽しみを思っては浮かれ…不安を感じては焦り…毎日の予定を埋めること…目先のことに終始し…本当に大切な「今日」と言う日を…忘れていませんか

明日を待つ心…それが希望に繋がるとしたなら…いかに「今日」と言う日を 大切に 生きなければ ならないか…

「過去を顧みるなかれ。現在に頼め。さらに雄々しく未来を迎えよ」と アメリカの詩人 ロングフェローは「人生の歌」の中で 鼓舞しています。

「昨日は過去 明日は謎 今日は未来への贈り物」…何かに書かれていました。 この一瞬々々を大切にするから…

繋がっていく人生に 望みを見いだし 託せる…のかも。未来永劫に続くもの は 何も無いけれど せめてこの「生命
い の ち

」大切にしたいもの…。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 危険を知らせる信号!?一家の崩壊

何と恐い表現!でしょう でも どなたの

人生にも潜んでいる「魔」です…周りか

ら壊れていっている…それに気づけるか

どうか そう!あなたが要
かなめ

あなたが護
まも

る

神仏
か み

さまはあなたの変心?変身を…生き

方の軌道修正を望んでおられる…のかも

人生の大きな曲がり角…です。あなたと

家族の… 一蓮托生 今なら間に合う今な

らＵターン出来ます…全てを真
ま

っ新
さら

に

して生き方変えてみる勇気? ありますか

全般* 会うから…会いに行くから…人の

想いにも…出逢う…人の話を聞くから…

ご自分の考えも変わる…伝えてくれる人

がいて…出逢いがあってご自分が変われ

るのです。少しずつでもいいから…歩み

寄ることを…重ねないと 大切なことから

どんどん遠ざかり…人生を外しています

危険です 断崖絶壁…でしょう。この手を

掴め! 離すと… 取り返しはつかない事に

なるのですが お分かりかなぁ～人生に

とって大切な事 思い出して欲しいのです

全般* 何をくよくよ…いつまでも…です

人生は 成るようにしか 成らないもの…

です。先んじて考えても…その時が来な

ければ…どうなるのか 分からない…分か

らないから…苦しい? いえ楽しい!のです

成るようにしか成らないその時…に慌て

ない方法は「今をしっかり生きる」事に

つきます。あなたが想像もしなかった…

幸せが待っていたり…して。少々の苦し

みは人生の薬…です。苦
にが

くても我慢です

人生の行く先が 幸せであるように生きる

全般* 拘り続けているもの…は 何? そん

なに頑なに考えなくても…大丈夫!なのに

良い意味での開き直り…も大切だと思い

ます。隠し立てした所で…何かが変わっ

たりはしません 人の噂も75日…とやら…

世間はあなただけを見つめているのじゃ

ないのです。又 次に興味のあるもの…を

見つけます追いかけます。さらッと流し

て下さい。へたな隠し立てはバレた時…

逆効果…です「全てに至りませんで…」

軽い?（重い）頭を下げる 開き直らずに…

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 風が吹き荒れたり…日照りが続い

たり…逆に大雨だったり…自然界の仕組

みに翻弄されながら それでもしおれず

自分の花を咲かせる為には…しっかり

地中 深くまで 根を張っていることです

見えない部分に心血を注げること…です

人間界の仕組みで言えば…常に誰かの為

惜しみなく力を発揮…していますか?…

出来ていますか…今 あなたに 神仏
か み

さま

からの「質問 ?」誰かの為…は すべて

あなたご自身へ帰る「運気」なんですよ

全般* 「一番苦手なのは／おふくろの涙

です／何もいわずに／こっちを見ている

涙です／その涙に／灯りが／ゆれていた

りしていると／そうして／灯りが／だん

だんふくらんでくると／これが一番苦手

です／。サトウハチローさんの…詩です

時は流れ 人は去りゆく…人生の最後に…

心に…なにが残るのか…そんな風に深く

考えて日々を過ごしていますか ご自分の

大切な未来の為…今 何が出来るのか後悔

はないのか…すべき事 進む方向誤るな

全般* 強いあなたは とてもステキ…です

でも… 弱いあなたももっとステキ…です

人間の業
ごう

…みたいなもの引きずりながら

私たちの思考の領域を超えたところで…

仕組まれ用意されている「あなただけ」

の人生…やらねばならぬ…約束事・使命

外れることを許さぬと。神仏
か み

さまに対し

ては信仰しなければ奉仕する事は出来ぬ

のに 悪魔の方はそいつを信じてなくても

手先になってしまう恐ろしさ…常に進む

方向 見誤る事無く…信じる手は離すなと

全般* 少しのズレも…気になる・気にす

るべき時です。元気が取り柄…なら福が

来る…でしょう。ご自分の人生…あなた

が主役です 家族や友人…周囲の登場人物

も大切に…ね すばらしい人生の終焉を…

望むなら誰とも争うことなく 平和な生活

それぞれが全う 出来れば…世の中平和…

なのに そんな簡単なことから世界平和も

せめて私たちから…始めたいもの…です

今年も後 もう少しで終わります 新しい

年に向けて…心身の調整も万全にして…

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 諺に「牛は自分の角が曲がってい

るのを知らないし 馬は 自分の顔が長い

のを 知らない」ご自分の欠点にはなか

なか気づかないものです 相手はあなた

自身を写す「鏡」…です。相手の欠点は

自身の心の中にあるもっとも嫌な部分…

だからよけい気になり…排他的になるの

です。「嫌
きら

い・嫌
いや

」が目につく時こそ

気持を切り替える機会
チャンス

を頂いていると

自覚し切り替える努力…「美点・長所」

見えますか!? 感じること出来ますか!?

全般* 全ての 物事は 始まりにある…と

普通は考えるでしょうけれど…終わり…

それも年末は特に大切です 新年を迎える

そして ご自分を整える…あなたの来年度

の予定や望みの中に「人生の伝言を…」

聞く…を 沢山入れましたか きっと変革

の年（年齢にもよりますが）かも知れません

ね そんな時こそ 少しハッスルして人生

勉強…もう 一頑張りする…した方が後の

人生に効果があるかも…夢をお持ちなら

尚更です。余裕と希望の新しい年…描き!

全般* 人間の心の内側にある見えない殻

透明な心の殻…脱皮の時…です 新しい

ご自分に…成るための「機会
チャンス

」「試練
レッスン

」

を頂いています。今 どんなに幸せでも

その 幸せは貯金出来ない…ものなのです

だからこそ 大切な家族・子供達に一体

何が残せるのか…どう生きるのか 大切な

生きていく「力」…伝えられなければ…

「人間は自分と戦う為に生まれて来た」

その為に 心に重ねる 大切な言葉 聞き逃

さず…いて欲しい…残りの時間は ない!!

全般* 世の中に出ていく決心のつかない

学生の留年や大学院進学 不登校 引きこ

もり…。人間的な人ほど心も躰も不安定

になり大きな挫折感に苛
さいな

まれる。人間

は変われる…キッカケは…神仏
か み

さまから

頂く機会
チャンス

です。それは失った自信を信頼

出来る他者との出逢いで…再生が始まる

はず…です。あなたには 唯
わたくし

の言葉が

聞こえますね 心に届きますよね それが

大切なメッセヘジを受け取れる基本です

最初に感じた感覚…自信を持って下さい

『今日という日は「過去の結果」であり、あなたの未来…の「原因」です』

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『22 年 12 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む
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1 月生まれの方

全般* 危険を知らせる信号!?

一家の崩壊何と恐い表現!でしょう

でも どなたの人生にも潜んでいる「魔」です…

周りから壊れていっている…

それに気づけるかどうか

そう!あなたが要
かなめ

あなたが護
まも

る神仏
か み

さまはあなたの変心?変身を…

生き方の軌道修正を望んでおられる…のかも

人生の大きな曲がり角…です。

あなたと家族の… 一蓮托生

今なら間に合う今ならＵターン出来ます…

全てを真
ま

っ新
さ ら

にして生き方

変えてみる勇気? ありますか

『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 会うから…会いに行くから…

人の想いにも…出逢う…

人の話を聞くから…ご自分の考えも変わる…

伝えてくれる人がいて…出逢いがあって

ご自分が変われるのです。

少しずつでもいいから…

歩み寄ることを…重ねないと

大切なことからどんどん遠ざかり…

人生を外しています

危険です 断崖絶壁…でしょう。

この手を掴め! 離すと…

取り返しはつかない事になるのですが

お分かりかなぁ～

人生にとって大切な事

思い出して欲しいのです

『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 何をくよくよ…いつまでも…です

人生は 成るようにしか 成らないもの…です。

先んじて考えても…その時が来なければ…

どうなるのか 分からない…

分からないから…苦しい?

いえ楽しい!のです

成るようにしか成らない

その時…に慌てない方法は

「今をしっかり生きる」事につきます。

あなたが想像もしなかった…

幸せが待っていたり…して。

少々の苦しみは人生の薬…です。

苦
にが

くても我慢です

人生の行く先が 幸せであるように生きる

『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 拘り続けているもの…は 何?

そんなに頑なに考えなくても…大丈夫!なのに

良い意味での開き直り…も大切だと思います。

隠し立てした所で…

何かが変わったりはしません

人の噂も 75 日…とやら…

世間はあなただけを見つめているのじゃないのです。

又 次に興味のあるもの…を見つけます

追いかけます。さらッと流して下さい。

へたな隠し立てはバレた時…逆効果…です

「全てに至りませんで…」軽い?（重い）頭を下げる

開き直らずに…



『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 風が吹き荒れたり…日照りが続いたり…

逆に大雨だったり…

自然界の仕組みに翻弄されながら

それでもしおれず自分の花を咲かせる為には…

しっかり 地中 深くまで 根を張っていることです

見えない部分に心血を注げること…です

人間界の仕組みで言えば…

常に誰かの為

惜しみなく力を発揮…していますか?…

出来ていますか…

今 あなたに 神仏
か み

さまからの「質問 ?」

誰かの為…は

すべてあなたご自身へ帰る「運気」なんですよ



『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 「一番苦手なのは／おふくろの涙です／

何もいわずに／こっちを見ている涙です／

その涙に／灯りが／ゆれていたりしていると／

そうして／灯りが／だんだんふくらんでくると／

これが一番苦手です／。

サトウハチローさんの…詩です

時は流れ 人は去りゆく…人生の最後に…

心に…なにが残るのか…

そんな風に深く考えて

日々を過ごしていますか

ご自分の大切な未来の為…

今 何が出来るのか後悔はないのか…

すべき事 進む方向 誤るな



『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 強いあなたは とてもステキ…です

でも… 弱いあなたももっとステキ…です

人間の業
ごう

…みたいなもの引きずりながら

私たちの思考の領域を超えたところで…

仕組まれ用意されている

「あなただけ」の人生…

やらねばならぬ…約束事・使命外れることを許さぬと。

神仏
か み

さまに対しては信仰しなければ

奉仕する事は出来ぬのに

悪魔の方はそいつを信じてなくても

手先になってしまう恐ろしさ…

常に進む方向 見誤る事無く…

信じる手は離すなと



8 月生まれの方

全般* 少しのズレも…気になる・気にするべき時です。

元気が取り柄…なら福が来る…でしょう。

ご自分の人生…あなたが主役です

家族や友人…周囲の登場人物も大切に…ね

すばらしい人生の終焉を…望むなら

誰とも争うことなく 平和な生活それぞれが全う

出来れば…世の中平和…なのに

そんな簡単なことから

世界平和もせめて私たちから…始めたいもの…です

今年も後 もう少しで終わります

新しい年に向けて…心身の調整も万全にして…

『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 諺に「牛は自分の角が曲がっているのを

知らないし 馬は 自分の顔が長いのを 知らない」

ご自分の欠点にはなかなか気づかないものです

相手はあなた自身を写す「鏡」…です。

相手の欠点は自身の心の中にある

もっとも嫌な部分…だからよけい気になり…

排他的になるのです。

「嫌
きら

い・嫌
いや

」が目につく時こそ

気持を切り替える機会
チャンス

を頂いていると

自覚し切り替える努力…

「美点・長所」見えますか!?

感じること 出来ますか!?

『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 全ての 物事は 始まりにある…と

普通は考えるでしょうけれど…

終わり…それも年末は特に大切です

新年を迎える そして ご自分を整える…

あなたの来年度の予定や望みの中に

「人生の伝言を…」聞く…を 沢山入れましたか

きっと変革の年（年齢にもよりますが）かも

知れませんね

そんな時こそ 少しハッスルして

人生勉強…もう 一頑張りする…

した方が後の人生に効果があるかも…

夢をお持ちなら尚更です。

余裕と希望の新しい年…描き!

『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 人間の心の内側にある見えない殻

透明な心の殻…脱皮の時…です

新しいご自分に…成るための「機会
チャンス

」「試練
レッスン

」を

頂いています。

今 どんなに幸せでも

その 幸せは貯金出来ない…ものなのです

だからこそ 大切な家族・子供達に

一体 何が残せるのか…

どう生きるのか 大切な 生きていく「力」…

伝えられなければ…

「人間は自分と戦う為に生まれて来た」

その為に 心に重ねる

大切な言葉 聞き逃さず…いて欲しい…

残りの時間は ない!!

『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 世の中に出ていく決心のつかない

学生の留年や大学院進学 不登校 引きこもり…。

人間的な人ほど心も躰も不安定になり

大きな挫折感に苛
さいな

まれる。

人間は変われる…キッカケは…

神仏
か み

さまから頂く機会
チャンス

です。

それは失った自信を信頼出来る他者との出逢いで…

再生が始まるはず…です。

あなたには 唯
わたくし

の言葉が聞こえますね

心に届きますよね

それが大切なメッセヘジを受け取れる基本です

最初に感じた感覚…

自信を持って下さい

『平成 22 年 12 月の運 気
チャンスライン

』


