『 萬 家 太 平 春 』(ばんかたいへいのはる)
チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』
１月生まれ

２月生まれ

３月生まれ

４月生まれ

全般* 何事もなく…新春を迎えられまし

全般* さぁ～始まりました…年末に考え

全般* 今年こそ!そんな思いを込めた新年

全般* いよいよ…何かが始まる…学校…

たでしょうか 新しい年…この一年を… た 感じた…心 切り替えて 挑戦!…です

でしたか 「何かが 変わる」そんな予感

社会人一年生…新しい試み…新規事業の

どう過ごして…何に目的を定めて…進む

ご自分の能力の「限界…」まだまだ です

します。その「予感」通りにご自分の手

展開…海外へと転出…あなたご自身は…

迎え撃つ…のか そんな気迫を…感じら そんな程度で くたばって たまるものか

で「幸せ…をゲット」して下さい。その

どの波に乗られるのかな?…忙しくなる方

れる意気込み…見えませんが…新年早々

です。でも…先月の「ガイド」の言葉の

為にも…少しは真剣に この先…の人生に

それほどでもない方…それぞれ時間管理

風邪の方…元気はつらつ 初詣…それぞ 通り…行動起こしましたか?会いにいきま

ついて考えて見ること…です。ご自分だ

を大切にして余裕のある心の維持に努め

れ…もうすでに道が違う?様では… したか? それによっては…結果に差が…

けのこと…先ず あなたが幸せでなければ

ること…です。余裕が生み出す「使命」

出るでしょう。それでも あなたの人生…

他を幸せにしたりは出来ないのですよ…

も…芽生える・目覚める? しっかりと…

の鉢巻…キリリと 何に拘り何に振り回 だから いいんじゃないですか 好きな道

先ずあなた…から です。そして身内や

こなして ご自分の力にしてみせる。夏頃

こころも と

心 許 ない一年になりそう…ですね。心

おの

うん

される…いえ拘らない 振り回されない!

選んだなら…「答」は…自ずと違って…

他者に波及するそんな幸せ…手にしませ

少々?…でも 大丈夫だと…思います。ご

ご自分の確立を…正月とて気を緩めない

当たり前…ですよね。頑張れる…かな?!!

んか 人生は頑張る…だけじゃダメな時も

自分に 拘らず 溺れず…我が道を 行く…

５月生まれ

６月生まれ

全般* 新春…なんて浮かれていてはダメ

全般* 新しい年・新しい事・の 始まり…

全般* 勢い・激しさ・素早さ・高ぶり・

全般* のんびりと 新年が明けましたか…

な方も 昨年…今年こそ…と 踏ん張って

です。今 この時こそ ご自身を・変革・

勿論・持続力・等 この月生まれの良さや

それぞれの立場で…何かが動き始めた事

見ても 普段の頑張りが…運気の欠落が 成長・へと 導く・導ける・機会…です

欠点…どう制御するのか が 大きな課題

関知…していて下さい。動きの大きさや

思い通りには 展開を図ってくれなくて 思いを新たに…更なる飛躍を願いご自身

だった時も ありました…が 今年こそ…

揺れ幅の大小は…あなたが日頃積んで…

あえない最後…だった方も…でも今年も

を鼓舞し 奮い立たせて…進む道の選択を

それを生かせる?…時期 到来 かも…の

来られた「運気という 力 」の大きさで

同じ じゃダメだよ…世の中 何が 災い 計って下さい。何かの区切りの…目前?又

人もあり…です。どなたも一緒の運気…

違いが出ます。でも…どなたにも何か…

するか…何が幸いに転じるか…分かった

では無いこと忘れないでいて下さい 過去

少し顔の 綻 ぶ様な 嬉しいこと…変化が
ありました?よね? そうです のんびりと

７月生まれ

チャンス

は２～３年後に控えている方には…絶好
チャンス

８月生まれ

パワー

ほころ

ものじゃない 常に前向きに 真摯に努力

の機会…です 年末～年始こそご自分の

・現在 そして未来をも変えてしまうこの

の人…を続けていなさい。きっと願いが

心を広げて…未来を…それも近き未来に

「一瞬」を大切にしている方に…機会が

届く…かも です。この「 一瞬」こそ…

心を馳せる好機です。元旦の朝には晴れ

巡って…来ます「脱兎のごとく」素早く

大切…です「接心」を 外さない努力を!

晴れと…第一歩を踏み出していて下さい

走り抜く 昨年の「騎虎の勢い」と同じ!!

張る 見えない働き 必要 そんな一年です

１１月生まれ

１２月生まれ

9 月生まれ

１０月生まれ

き こ

ゆる

緩やかな流れに上手く乗りながら…でも

水面下ではしっかりと足を動かす…踏ん

全般* 今年こそ! 今年こそ!と何年も…

全般* 除夜の鐘…聞き(危機)ながら…目的

全般* 静かに 聞こえてくる 除夜の鐘…

全般* 年末・年始…ご夫婦・ご兄弟姉妹

同じ思いを・想いを・重ねて来たことか

や夢…再確認…しましたか・出来ました

今年は どんな想いで 聞かれましたか…

ご家族・親子・で 何を話されましたか…

でも…本当に 今年こそ!やるっきゃない

か。昨年…大きく運気を変化させた方…

毎年繰り返し 迎える新春の朝…今年こそ

迎える新年が…お互いの幸せ…祈れる事

所まで 追い込まれて来た方…そうです!

その続きの中…再度の挑戦が始まります

の 想いは同じでも…終わってみれば変化

想いを深く出来る生き方に繋がること…

変わらなければ…あなた…の 人生ムダ ご自分の持てる力…総動員させて臨んで

もなく一年が過ぎていた…ことでしょう

そして ご自分の心の大きな変化に…臨め

だったことに…生まれて来た・しまった

下さい。何事も無く 過ごせた…とお思い

でも 今年は少し…違うご自分じゃない…

る様に…。常に変わらず は 退歩…です

のだから…ご自分を「全う」しましょう

の方…人生それのみ?とお尋ねしたくなる

でしょうか。いえ違っていて欲しいです

たとえ一歩でも…前に進んで居たいもの

考えるより先に動く・返答する・やって

ほど…のんびりですね。あなたご自身の

たとえば 小さくても…夢を持てた方…や

来年も 後悔のみの年末を迎えないため…

見せる「やる」と決めたこと 終始一貫 こと…ですから いいのですが 今年こそ

目的に 再度挑戦!の意欲を燃やせた方…

何となく過ごす時間は…あなたの未来を

して出来る様に努力する…それがあなた

少しは…何か…前向きに考えて生きて…

それぞれの想いを乗せて「新しい年度」

を成長させ「運気」を積める結果へと…

みませんか?そのまま…でいいのですか?!

の船が出発…致します。遅れずご乗船を!

あざわら

嘲笑うがごとく…です。人が…ではなく
あざわら

ご自身の未来が あなたを嘲笑…のです

冒頭の（今月)…標語
どの家も同じように 平和でのどかな春を迎えた…と いうこと。
平和や幸福は 個人的なものではない。この言葉のように どの家も皆…というのが 何とも こころよい。
平和な世の中は できるだけ多くの人 家で享受したいものである。…と 「吉語墨場必携」(日貿出版社) にありました。
未来永劫に続く平和…などは 無いのでしょうけれど せめて新年の…新春の この三が日だけでも
か

み

何事もなく…「世界中が平和でありますように…」…願いを込めて 「神仏さま」に 祈りたい…念じたい!!。

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。
※STYガイドを翻訳して下さる方を募集しています。応募方法は、コメントに連絡先をご記入下さい。追ってご連絡致します。

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

1 月生まれの方
全般* 何事もなく…新春を迎えられましたでしょうか
新しい年…この一年を…どう過ごして…
何に目的を定めて…進む
迎え撃つ…のか
そんな気迫を…感じられる意気込み…
見えませんが…
新年早々風邪の方…
元気はつらつ 初詣…
それぞれ…もうすでに道が違う?様では…
こころもと

心許ない一年になりそう…ですね。
心の鉢巻…キリリと 何に拘り何に振り回される…
いえ拘らない 振り回されない!
ご自分の確立を…正月とて気を緩めない

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

2 月生まれの方
全般* さぁ～始まりました…
年末に考えた 感じた…心 切り替えて 挑戦!…です
ご自分の能力の「限界…」まだまだ です
そんな程度で くたばって たまるものかです。
でも…先月の「ガイド」の言葉の通り…
行動起こしましたか?
会いにいきましたか?
それによっては…結果に差が…出るでしょう。
それでも あなたの人生…だから
いいんじゃないですか
好きな道選んだなら…「答」は…
おの

自ずと違って…当たり前…ですよね。
頑張れる…かな?!!

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

3 月生まれの方
全般* 今年こそ!そんな思いを込めた新年でしたか
「何かが 変わる」そんな予感します。
その「予感」通りに
ご自分の手で「幸せ…をゲット」して下さい。
その為にも…少しは真剣に
この先…の人生について考えて見ること…です。
ご自分だけのこと…先ず あなたが幸せでなければ
他を幸せにしたりは出来ないのですよ…
先ずあなた…から です。
そして身内や他者に波及する
そんな幸せ…手にしませんか
人生は頑張る…だけじゃダメな時も

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

4 月生まれの方
全般* いよいよ…何かが始まる…
学校…社会人一年生…新しい試み…
新規事業の展開…海外へと転出…
あなたご自身は…どの波に乗られるのかな?…
忙しくなる方それほどでもない方…
それぞれ時間管理を大切にして
余裕のある心の維持に努めること…です。
余裕が生み出す「使命」も…芽生える・目覚める?
うん

しっかりと…こなして ご自分の力にしてみせる。
夏頃少々?…でも 大丈夫だと…思います。
ご自分に 拘らず 溺れず…
我が道を 行く…

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

5 月生まれの方
全般* 新春…なんて浮かれていてはダメな方も
昨年…今年こそ…と 踏ん張って見ても
普段の頑張りが…運気の欠落が思い通りには
展開を図ってくれなくて
あえない最後…だった方も…
でも今年も 同じ じゃダメだよ…
世の中 何が 災いするか…
何が幸いに転じるか…分かったものじゃない
常に前向きに 真摯に努力の人…を
続けていなさい。
きっと願いが届く…かも です。
この「 一瞬」こそ…大切…です
「接心」を 外さない努力を!

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

6 月生まれの方
全般* 新しい年・新しい事・の 始まり…です。
今 この時こそ ご自身を・変革・成長・へと
チ ャ ンス

導く・導ける・機会…です
思いを新たに…更なる飛躍を願い
ご自身を鼓舞し 奮い立たせて…
進む道の選択を計って下さい。
何かの区切りの…目前?
又は２～３年後に控えている方には…
チ ャ ンス

絶好の機会…です
年末～年始こそご自分の心を広げて…
未来を…それも近き未来に心を馳せる好機です。
元旦の朝には晴れ晴れと…
第一歩を踏み出していて下さい

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

7 月生まれの方
全般* 勢い・激しさ・素早さ・高ぶり・
勿論・持続力・等
この月生まれの良さや欠点…
どう制御するのか が 大きな課題だった時も
ありました…が 今年こそ…
それを生かせる?…
時期 到来 かも…の 人もあり…です。
どなたも一緒の運気…では無いこと
忘れないでいて下さい
過去・現在 そして未来をも変えてしまう
この「一瞬」を大切にしている方に…
機会が巡って…来ます
「脱兎のごとく」素早く走り抜く
き

こ

昨年の「騎虎の勢い」と同じ!!

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

8 月生まれの方
全般* のんびりと 新年が明けましたか…
それぞれの立場で…何かが動き始めた事
関知…していて下さい。
動きの大きさや揺れ幅の大小は…
あなたが日頃積んで…来られた
パワー

「運気という 力 」の大きさで違いが出ます。
でも…どなたにも何か…
ほころ

少し顔の 綻 ぶ様な 嬉しいこと…
変化が ありました?よね?
ゆる

そうです のんびりと 緩やかな流れに
上手く乗りながら…
でも水面下ではしっかりと足を動かす…
踏ん張る 見えない働き 必要
そんな一年です

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

9 月生まれの方
全般* 今年こそ! 今年こそ!と
何年も…同じ思いを・想いを・重ねて来たことか
でも…本当に 今年こそ!
やるっきゃない所まで 追い込まれて来た方…
そうです!変わらなければ…
あなた…の 人生ムダだったことに…
生まれて来た・しまったのだから…
ご自分を「全う」しましょう
考えるより先に動く・返答する・
やって見せる「やる」と
決めたこと 終始一貫して出来る様に努力する…
それがあなたを成長させ
「運気」を積める結果へと…

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

10 月生まれの方
全般* 除夜の鐘…聞き(危機)ながら…
目的や夢…再確認…しましたか・出来ましたか。
昨年…大きく運気を変化させた方…
その続きの中…再度の挑戦が始まります
ご自分の持てる力…
総動員させて臨んで下さい。
何事も無く 過ごせた…とお思いの方…
人生それのみ?とお尋ねしたくなるほど…
のんびりですね。
あなたご自身のこと…ですから いいのですが
今年こそ少しは…何か…
前向きに考えて生きて…みませんか?
そのまま…でいいのですか?!

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

11 月生まれの方
全般* 静かに 聞こえてくる 除夜の鐘…
今年は どんな想いで 聞かれましたか…
毎年繰り返し 迎える新春の朝…
今年こその 想いは同じでも…
終わってみれば変化もなく
一年が過ぎていた…ことでしょう
でも 今年は少し…違うご自分じゃない…でしょうか。
いえ違っていて欲しいです
たとえば 小さくても…夢を持てた方…や
目的に 再度挑戦!の意欲を燃やせた方…
それぞれの想いを乗せて
「新しい年度」の船が出発…致します。
遅れずご乗船を!

チャンスライン

『平成 23 年 1 月の 運 気 』

12 月生まれの方
全般* 年末・年始…ご夫婦・ご兄弟姉妹
ご家族・親子・で 何を話されましたか…
迎える新年が…お互いの幸せ…祈れる事
想いを深く出来る生き方に繋がること…
そして ご自分の心の大きな変化に…臨める様に…。
常に変わらず は 退歩…です
たとえ一歩でも…前に進んで居たいもの
来年も 後悔のみの年末を迎えないため…
何となく過ごす時間は…
あ ざ わら

あなたの未来を嘲笑うがごとく…です。
人が…ではなくご自身の未来が
あ ざ わら

あなたを嘲笑う…のです

