
冒頭の（今月)…標語

大きな夢…お持ちですか ちっちゃくても…声に出してみて…下さい。大きな声で語って下さい。そして「大きな風呂敷・一反風呂敷」に包んで…

持ち歩?いて下さい。いつでも広げて見て頂ける様に…。 ご自分の中で大切に育んで来た…夢の実現…その夢を抱えているだけで満足…ですか

それでは 人生終わります。そこから… 一歩前進 です。 夢は見ているだけじゃ実現しないのです。実践あるのみ…です。が…さて 何から始めましょうか

行き着く夢の先…少し戻って もう少し 戻ると 今…目の前?…に なりませんか 見えたなら 働きかける 動き出す 引き寄せる

「いつか…」は 待っていても やって来ないから…ご自分から働きかけ 引っ張り…引き寄せる のです。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 早 ２月に…２月は 逃げる等と…

すぐ過ぎる…のでしょうか 桜咲く春も

もう 目の前…こう書いている だけで

少しは焦りませんか? そうです 少し…

ピッチを上げて ご自分を「叱咤
しっ た

激励
げきれい

」

しなさい…と。何か…ボーと（していな

いつもり?）時間のみ過ぎて…思うよう

に物事が運んでいない…のでは 気持…

のみ走り実行・実践・が…と 気掛
き が

かり

です。今年 かなりの変化が望める方も

実力以上の成果 上がるかも頑張れば?!

全般* 仕事・家庭・友情・やむを得ぬ…

付き合いも含めて…少しばかり忙しい…

時期があり 被
かぶ

さり します。全てをつつ

がなく 笑顔でこなして下さい。出来る…

はず…です。嫌な顔せず 笑顔を忘れず…

です。それで少しは運気の上昇?かもです

一番大切な事に重点を置いて優先順位の

確立を…それも 上昇気流に通じて?いる

やも…知れません 取りあえず ご自分の

心や思い入れなど無視して・ご自分に…

拘
こだわ

らないを 優先…です頑張れば結果に

全般* 寂しい…心細い…誰もが 体験する

人生の谷間…です。寂しくない人なんて

いません…常に何かと戦いながら進んで

いくもの…です。寂しさを心の底に封じ

込んで…大人になっていくそれが人生…

かもしれません…ね。あなたもきっと…

同じです。今 あなたの未来が仄
ほの

かに…見

えます。「愛」という麻薬に頼らなくて

も生きている…行ける…あなたの未来が

そしてこの世に生を受けた一番の目的…

常に誰かの為…力を尽くす…あなたが…!

全般* 日々…何らかの 気づきに突き動か

されて 人生が向上に向かうなら「幸せ」

の 一言…に 尽きるでしょうね。でも…

人間の心や躰は そう単純に理解した通り

働きかけたり 継続したり とは いかな

いもの…です。それでも変わらずに挑戦

し続けるには…強い意志・想い と心の中

にある「人生は人と共にあり」常に「誰

かのため…」というロマンの灯を消さな

い…こと。日々…気づきの一歩を 踏み出

す努力…重ね続ける…ちょッとしんどい?

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* ご自分への評価… 変わりつつ…

ありますか? 自信を持つ…その事も大切

です。卑下し ひねくれていても事態は

変わらない?ものです。ただ…人の評価

より ご自分自身が 正しい評価・認識

出来ているのか…と。 何かに手をつけ

それを し続けること…出来ていますか

他の事に気をとられ すぐに忘れていま

せんか 全てに於いて「継続」という…

２文字…大切にして下さい。身内に振り

回されないことも…拘らないことも大切

全般* 自信? を 実力に 変えられますか

自信という言葉はご自分の努力という裏

打ちがあって 初めて力を発揮できるもの

その努力さえ ただ重ねていればいい…と

いうもの では ないのです。ご自分が重

ね続ける努力 99％ に…１％の「運」…

が…「機会
チャンス

」に変わるのです。それすら

「機会
チャンス

の女神に後髪
うしろがみ

はない…」そう…

一瞬です。その一瞬を見逃さず…掴む…

それこそ神業
かみわざ

…だから信仰心は大切です

ご自分を託せる…出逢いを大切にして下さい

全般* さぁ～踏ん張りが必要な方…まだ

まだ時期尚早な方…どなたにも平等に…

夜明けは来ます そして 春 も来るのです

全ては…予定通り…では 無いのですが…

前年度 社内で話題になった事…内定?…

の懸案…素通りの方も…何が違ったの?…

何が悪かったの…気になりますねぇでも

それすら 仕組みの一部…伏線通り…なの

かも知れません 神仏
か み

さまの思し召し
お ぼ し め し

通り

の 働きを 出来た者…だけに降りてくる

答え…でしょう。指し示される ままです

全般* 今年は 年始から ちょっと忙しい

頭の回転…心の働き…体調を整え…です

それでも間に合わない…事… 起こるやも

どんな苦しみも 努力も いつか形になる

はず…です。まっすぐ 真っ直ぐ…にです

答など求めず ただ ひたすら まっすぐ…

に。それが…答かも あなたの人生で一番

のんびり…そして 忙しい 長くて 短い…

不思議な感覚の…時間を積み重ねるので

しょう。様々な経験を重ねるから…迷い

続けるから…真理に触れる?られる…かも

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* ご自分の拘

こだわ

り…手放しなさい …

示される道…が ご自分の人生…だと信

じられるなら…そのまま 進むのです。

「我
が

」は…全てを無くす「消しゴム」…

だと心得るなら…そう気づけるご自分が

いるなら… そしてあなたの想いを形に

するためにも 格好だけの「人の為」…

ではなく 心から何かに気づける様に…

どんな言葉も 真摯に受け 心に響かせる

柔らかな心…柔軟な頭…良きこと習慣化

させる。「後
あと

見
み

よそわか」も 忘れずに

全般* 一歩ずつでもいいから…前進です

立ち止まらず…いて下さい。退歩だから

です。今年 大きく変化する…運気の方…

変化させたい方…それぞれが…中身にも

思いにも 違いはあるでしょうが… 何か

兆しが見えていてもご自分が整っていな

ければ…それに乗れない結果に…。常に

願いは・望みは・あれどもご自分の運気

という乗車券…なしでは…ね。今年こそ

と 又 かけ声倒れに ならぬように 今…

から 目的
ゆ め

に向かう準備を ダメ元でも!!

全般* 気持の緩
ゆる

み? でしょうか 少し…

ゆっくりですね たまには それも 良し…

です でも まだまだ やらねばならぬ事

山積では… 落ちついて 考えられる時間

の確保…試みて下さい。そして 何よりも

家族…との対話・会話・増やす 例えば…

夫婦は簡単には「一心同体」になれたり

しないもの…。些細
ささい

な変化にも目配りし

わかり合う 努力を重ねること…からです

そんな思いを 一家中に広げ 重なり 会話

が弾み・対話が増え…「家内安全」です

全般* 間違いも 思いこみも 全て含めて

あなた…なんです。人への思い・誰かの

為…を 優先させる それも あなた…です

沢山のあなた…が 存在します。ご自分の

基準…おさらいして見て下さい。常に…

「誰かの為…」を優先…そしてあなたの

人生は…あなた…だけのもの…じゃない

こと 再確認 です。「自分と戦うため」

生まれて来た…と伝えています そうです

他の…大勢の方たちの力を借りて 皆と共

に生きています。だから「誰かの為…」!

大きな…大きな『 夢 風 呂 敷 』を…広げて下さい

『2３年 2 月の運 気
チャンスライン

』
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1 月生まれの方

全般* 早 ２月に…２月は 逃げる等と…

すぐ過ぎる…のでしょうか

桜咲く春も もう 目の前…こう書いている だけで

少しは焦りませんか?

そうです 少し…ピッチを上げて

ご自分を「叱咤
し っ た

激励
げきれい

」しなさい…と。

何か…ボーと（していないつもり?）時間のみ過ぎて…

思うように物事が運んでいない…のでは

気持…のみ走り実行・実践・が…と

気掛
き が

かりです。

今年 かなりの変化が望める方も

実力以上の成果 上がるかも 頑張れば?!

『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 仕事・家庭・友情・やむを得ぬ…

付き合いも含めて…

少しばかり忙しい…時期があり 被
かぶ

さり します。

全てをつつがなく 笑顔でこなして下さい。

出来る…はず…です。

嫌な顔せず 笑顔を忘れず…です。

それで少しは運気の上昇?かもです

一番大切な事に重点を置いて優先順位の確立を…

それも 上昇気流に通じて?いるやも…知れません

取りあえず ご自分の心や思い入れなど

無視して・ご自分に…拘
こだわ

らないを 優先…です

頑張れば結果に

『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 寂しい…心細い…誰もが

体験する人生の谷間…です。

寂しくない人なんていません…

常に何かと戦いながら進んでいくもの…です。

寂しさを心の底に封じ込んで…

大人になっていくそれが人生…かもしれません…ね。

あなたもきっと…同じです。

今 あなたの未来が仄
ほの

かに…見えます。

「愛」という麻薬に頼らなくても生きている…

行ける…あなたの未来が

そしてこの世に生を受けた一番の目的…

常に誰かの為…力を尽くす…あなたが…!

『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 日々…何らかの 気づきに突き動かされて

人生が向上に向かうなら「幸せ」の

一言…に 尽きるでしょうね。

でも…人間の心や躰は

そう単純に理解した通り働きかけたり

継続したり とは いかないもの…です。

それでも変わらずに挑戦し続けるには…

強い意志・想い と心の中にある

「人生は人と共にあり」

常に「誰かのため…」という

ロマンの灯を消さない…こと。

日々…気づきの一歩を 踏み出す努力…

重ね続ける…ちょッとしんどい?



『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* ご自分への評価… 変わりつつ…ありますか?

自信を持つ…その事も大切です。

卑下し ひねくれていても事態は

変わらない?ものです。

ただ…人の評価より ご自分自身が

正しい評価・認識出来ているのか…と。

何かに手をつけそれを し続けること…

出来ていますか

他の事に気をとられ すぐに忘れていませんか

全てに於いて「継続」という…２文字…

大切にして下さい。

身内に振り回されないことも…

拘らないことも大切



『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 自信? を 実力に 変えられますか

自信という言葉は

ご自分の努力という裏打ちがあって

初めて力を発揮できるもの

その努力さえ ただ重ねていればいい…

というもの では ないのです。

ご自分が重ね続ける努力 99％ に…

１％の「運」…が…「機会
チャンス

」に変わるのです。

それすら「機会
チャンス

の女神に後髪
うしろがみ

はない…」

そう…一瞬です。

その一瞬を見逃さず…掴む…

それこそ神業
かみわざ

…だから信仰心は大切です

ご自分を託せる…出逢いを大切にして下さい



『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* さぁ～踏ん張りが必要な方…

まだまだ時期尚早な方…どなたにも平等に…

夜明けは来ます そして 春 も来るのです

全ては…予定通り…では 無いのですが…

前年度 社内で話題になった事…

内定?…の懸案…素通りの方も…

何が違ったの?…何が悪かったの…

気になりますねぇ

でもそれすら 仕組みの一部…

伏線通り…なのかも知れません

神仏
か み

さまの思し召し
おぼしめし

通りの

働きを 出来た者…だけに降りてくる

答え…でしょう。

指し示される ままです



8 月生まれの方

全般* 今年は 年始から ちょっと忙しい頭の回転…

心の働き…体調を整え…です

それでも間に合わない…事…

起こるやもどんな苦しみも 努力も

いつか形になるはず…です。

まっすぐ 真っ直ぐ…にです

答など求めず ただ ひたすら まっすぐ…に。

それが…答かも あなたの人生で

一番のんびり…そして 忙しい 長くて 短い…

不思議な感覚の…時間を積み重ねるのでしょう。

様々な経験を重ねるから…

迷い続けるから…

真理に触れる?られる…かも

『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* ご自分の拘
こだわ

り…手放しなさい …

示される道…が ご自分の人生…だと

信じられるなら…そのまま 進むのです。

「我
が

」は…全てを無くす「消しゴム」…だと心得るなら…

そう気づけるご自分がいるなら…

そしてあなたの想いを形にするためにも

格好だけの「人の為」…ではなく

心から何かに気づける様に…

どんな言葉も 真摯に受け

心に響かせる柔らかな心…柔軟な頭…

良きこと習慣化させる。

「後
あと

見
み

よそわか」も 忘れずに

『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 一歩ずつでもいいから…前進です

立ち止まらず…いて下さい。退歩だからです。

今年 大きく変化する…

運気の方…変化させたい方…

それぞれが…中身にも 思いにも

違いはあるでしょうが… 何か兆しが見えていても

ご自分が整っていなければ…

それに乗れない結果に…。

常に願いは・望みは・あれども

ご自分の運気という乗車券…なしでは…ね。

今年こそと 又 かけ声倒れに ならぬように

今…から 目的
ゆ め

に 向かう準備を ダメ元でも!!

『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 気持の緩
ゆる

み? でしょうか

少し…ゆっくりですね

たまには それも 良し…です

でも まだまだ やらねばならぬ事 山積では…

落ちついて 考えられる時間の確保…

試みて下さい。

そして 何よりも家族…との対話・会話・増やす

例えば…夫婦は簡単には

「一心同体」になれたりしないもの…。

些細
さ さ い

な変化にも目配りしわかり合う

努力を重ねること…からです

そんな思いを 一家中に広げ 重なり

会話が弾み・対話が増え…「家内安全」です

『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 間違いも 思いこみも 全て含めて

あなた…なんです。

人への思い・誰かの為…を 優先させる

それも あなた…です

沢山のあなた…が 存在します。

ご自分の基準…おさらいして見て下さい。

常に…「誰かの為…」を優先…

そしてあなたの人生は…

あなた…だけのもの…じゃないこと 再確認 です。

「自分と戦うため」生まれて来た…と伝えています

そうです 他の…大勢の方たちの力を借りて

皆と共に生きています。

だから「誰かの為…」!

『平成 23 年 2 月の運 気
チャンスライン

』


