
冒頭の（今月)…標語

「蘆花
ろ か

」は白い花のこと。その中に真っ白い馬が入ると…白く同化して 見分けが つかなくなります

けれど 花は花、馬は馬、として そこにいるのです。同様に 人も皆 同じように見えますが、一人 ひとり、個性があって 皆 同じではありません

同じ人間なのに「どうして分かってくれないのか…」と。それは 自分と相手とが違う人間で 考え方や これまでの経験が 同じではないから…です。

違いを認めて 分かり合う事…分かって貰えない…と 諦めてしまう前に あなたも 周りの人や ものに対して 誠意を込めて 接してみて下さい

自分をとりまく 全てのものに 真心を込めて接すると 物事の・相手の・想いの・その向こう…ご自分が、見落としていた 多くの事に 気づけます

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 行きつ・戻りつ…進まぬ「運気」

ご自分の心が…枯れていきますよ 何故

同じ思いで 同じ心で居続けられないの

ですか、何でもない平凡なこと…守り続

けるから人生…です。繰り返せるから…

目標が達成できたり、進歩が見えたり…

前に進んでいる…という 安心感もある

のです。停滞・停止 は 退歩…そのもの

だとご存じですよね? 気持に添わないの

なら…辞めればいい…それだけです!!…

そう 人間も辞められれば…スっとする

全般* 何事もなく…なんて人生はない…

のです…が 少し手を緩め過ぎています

一家の安泰・安全は 心の向きを同じに…

すること です。それなら大丈夫!!なん

て胸を張れる方…何人いらっしゃるかな?

せめてこの会報…目を通して下さってる

あなた…だけでも真っ直ぐ向いていて…

下さいね。手を離したなら…もうお終い

です。二度と繋がることはない?と覚悟…

それほど厳しくなって来た…のです それ

も皆 ご自身の為…なんですよ負けるな!

全般* ご自身に負けて…この後の人生を

ムダにせず…いて下さい。生まれて来た

意味や使命…忘れてご自分の欲望に負け

今 この一瞬に溺
おぼ

れれば…最後の最後に…

泣きを見るのです。ご自身が選んで生ま

れて来た「親」です。この世でのご縁を

大切に過ごさなければ…還る時 還る場所

見定めが付かなくなります。あなたが…

あなた…で いられるのは選んで生まれて

来たこの「胸」この「親」そしてご自身

全ては神仏
か み

さまの預かりもの…忘れるな!

全般* 少しずつ…ご自身の行く道 見えて

来ましたか 何があっても大丈夫…に出来

そうですか 私たちは自身が…欲しい と

思った情報だけ…食べたいと思った物…

だけ食べて生きているのじゃないのです

辞書を引いた時のように一緒に目に入っ

てくる無関係な情報を…得る事で… 世界

を広げ…食べたい物の付け合わせの中に

も 生きていくのに必要な大切なものが隠

し味として…。幾重にも重ねられた…意

味を大切にして…学びを増やして下さい

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 「一生懸命」…に 照準を合わせ

ご自身が頑張る。その姿に神仏
か み

さまが…

応えて下さるのです。あなたの進む道…

ご自身が 望
のぞ

み・臨
のぞ

み・挑
いど

み するから

道は開かれる…のですが…頑張りの結果

を出す…こと。それが出来て初めて次へ

と繋がること…心していて下さい。道は

長い…始まったばかりの方…もう助走…

状態に入っている方…もちろん何も気づ

きもせず…の方…人生はとりどり…です

あなたは 今どの地点に? いるのですか

全般* 世の中険しい…人生の始まりも…

険しい…ですが 今 どの地点にいますか

継がねばならぬ家業・社会人として卒業

という出発…もちろん始まりの入学…今

流行の就職浪人大学院生…。逃げ込める

場所…のある 幸せな方…も。ご自分の…

立場に合わせた…幸せを感じ…噛みしめ

感謝を忘れないで下さい。人間は一人で

は生きられない…その事しっかり把握…

親や社会…からの目に見える援助…見え

ない援助…頂いたものどう返すか…です

全般* 心の点検を 今 新たに…始めよう

としている事 もう始まっている事 いえ

何も状況が変わっていない…と 思ってい

る事も含めて ご自分の心の位置…確認

です。過去の会報や ご自身の送信…した

メール… 生き方 等 も含めてです。振り

返る事で 今…直面している事の答が…応

えに繋がります。大きな力
パワー

の 源
みなもと

に…

流れに…大きな変化が…見えます。この

変化に対応 出来なければ何の為の人生…

だったのか…と 悔やまれる結果に…です

全般* さァ～ 始まった方…何が?って…

ですか あなたにも目に見えない何かが…

始まっているのです。この切り替えの為

沢山の努力を重ね…沢山のお力を頂き…

しながら生きている事 忘れないで下さい

まだまだ…ですが 人との間を大切にする

から…人間 なんです。他の生き物にない

捨てられない関わり…それをお互いが…

上手く操って? 人の為 世の中のため…と

一人ひとりが 頑張るから…繁栄があり…

社会が良くなり 世界平和へと話が大き過ぎ?

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 人の心の…その向こう…思い至る

その事が人生の大きな課題…先月…書き

ました 格好だけの「人の為」…忘れま

したか そんなことない…と 思っていて

も 結果がそうなら…どうしょうもない

事…です。心に秘めた想い…善意だけ…

じゃなく…悪意も狂気も…合わせ持って

いる…それが人間
あな た

なら…そういうご自分

に気づいて欲しいものです。それが結果

となって顕
あらわ

れてしまうもの…予期せず

気づかず…人生が過ぎたりはしないもの

全般* いっぱい…気づいている…つもり

でしょう ね それは「つもり…」でしか

ないのです。真っすぐ…本当に真っ直ぐ

でしょうか? 知らない内に…ご自分の…

勝手な解釈…が 動き出していて ずれて

いってしまう…その怖さは…ご存じない?

でしょうね。事がすんなり通ったり 平和

だったりすると…現れる「我」一寸先は

「闇」です。声を上げても聞こえない…

物音もせず 叫び声も聞こえない 静まり

返っている 漆黒
しっこく

の闇…想像して下さい

全般* 何事もなく…なんて無い!のですよ

うまく行っている…と 錯覚?…それが…

続けば「家内安全」だと…思い込んで…

いられるんですね。そうだと…人生幸せ

ですよね。でも それでは 大切な明日に

繋がらないのです。幸せを夢見て…同じ

方向を…大切な方と共に見つめられる…

から 家族であったり・友人であったり

愛し合う相手であったり・するものです

今 一度 ご自分の心と向き合うこと…

忙しい…なんて言い訳は破滅
はめつ

への道です

全般* ご自分の心と向き合う…真剣に…

です。ご自分が何様
なにさま

?なのか 確認して…

みて下さい。家族の…行く末を…案じる

心配するよりも単純に 簡単に過ごします

そんなものなん…です。神仏
か み

さまとの…

出逢いは ご自分が選ぶ…のではなく神仏
あいて

が 選ぶ・選ばれる のでしょう そこには

あなたの…想い 願い あなたそのもの…

などは…存在しないのです。神仏
か み

さまの

お心次第…だと思います。選ばれし人…

に ほど遠くならない様に…心磨く事です

『 白馬入蘆花 』はくば ろかにいる（「心がまぁるくなる禅語」より）

『23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』
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1 月生まれの方

全般* 行きつ・戻りつ…進まぬ「運気」

ご自分の心が…枯れていきますよ

何故 同じ思いで 同じ心で

居続けられないのですか、

何でもない平凡なこと…守り続けるから人生…です。

繰り返せるから…目標が達成できたり、

進歩が見えたり…前に進んでいる…という

安心感もあるのです。

停滞・停止 は 退歩…

そのものだとご存じですよね?

気持に添わないのなら…辞めればいい…

それだけです!!…

そう 人間も 辞められれば…スっとする

『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 何事もなく…なんて人生はない…のです…が

少し手を緩め過ぎています

一家の安泰・安全は

心の向きを同じに…すること です。

それなら大丈夫!!なんて胸を張れる方…

何人いらっしゃるかな?

せめてこの会報…目を通して下さってる

あなた…だけでも

真っ直ぐ向いていて…下さいね。

手を離したなら…もうお終いです。

二度と繋がることはない?と覚悟…

それほど厳しくなって来た…のです

それも皆 ご自身の為…なんですよ 負けるな!

『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* ご自身に負けて…

この後の人生をムダにせず…いて下さい。

生まれて来た意味や使命…忘れて

ご自分の欲望に負け

今 この一瞬に溺
おぼ

れれば…

最後の最後に…泣きを見るのです。

ご自身が選んで生まれて来た「親」です。

この世でのご縁を大切に過ごさなければ…

還る時 還る場所見定めが付かなくなります。

あなたが…あなた…で いられるのは

選んで生まれて来たこの「胸」この「親」

そしてご自身全ては

神仏
か み

さまの預かりもの…忘れるな!

『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 少しずつ…ご自身の行く道

見えて来ましたか

何があっても大丈夫…に出来そうですか

私たちは自身が…欲しい と 思った情報だけ…

食べたいと思った物…だけ食べて

生きているのじゃないのです

辞書を引いた時のように一緒に目に入ってくる

無関係な情報を…得る事で…

世界を広げ…食べたい物の付け合わせの中にも

生きていくのに必要な大切なものが

隠し味として…。幾重にも重ねられた…

意味を大切にして…学びを増やして下さい



『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 「一生懸命」…に 照準を合わせ

ご自身が頑張る。

その姿に神仏
か み

さまが…応えて下さるのです。

あなたの進む道…ご自身が

望
のぞ

み・臨
のぞ

み・挑
いど

み するから

道は開かれる…のですが…

頑張りの結果を出す…こと。

それが出来て初めて次へと繋がること…

心していて下さい。

道は長い…始まったばかりの方…

もう助走…状態に入っている方…

もちろん何も気づきもせず…の方…

人生はとりどり…です

あなたは 今 どの地点に? いるのですか



『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 世の中険しい…人生の始まりも…

険しい…ですが 今 どの地点にいますか

継がねばならぬ家業・社会人として

卒業という出発…

もちろん始まりの入学…

今流行の就職浪人大学院生…。

逃げ込める場所…のある 幸せな方…も。

ご自分の…立場に合わせた…幸せを感じ…

噛みしめ感謝を忘れないで下さい。

人間は一人では生きられない…

その事しっかり把握…

親や社会…からの目に見える援助…

見えない援助…頂いたものどう返すか…です



『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 心の点検を 今 新たに…始めようとしている事

もう始まっている事

いえ 何も状況が変わっていない…と

思っている事も含めて

ご自分の心の位置…確認 です。

過去の会報や ご自身の送信…したメール…

生き方 等 も含めてです。

振り返る事で 今…直面している事の答が…

応えに繋がります。

大きな力
パワー

の 源
みなもと

に…流れに…大きな変化が…見えます。

この変化に対応 出来なければ

何の為の人生…だったのか…と

悔やまれる結果に…です



8 月生まれの方

全般* さァ～ 始まった方…何が?って…ですか

あなたにも目に見えない何かが…

始まっているのです。

この切り替えの為沢山の努力を重ね…

沢山のお力を頂き…しながら生きている事

忘れないで下さい

まだまだ…ですが 人との間を大切にするから…

人間 なんです。

他の生き物にない捨てられない関わり…

それをお互いが…上手く操って?

人の為 世の中のため…と

一人ひとりが 頑張るから…繁栄があり…

社会が良くなり

世界平和へと話が大き過ぎ?

『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 人の心の…その向こう…

思い至るその事が人生の大きな課題…

先月…書きました

格好だけの「人の為」…忘れましたか

そんなことない…と 思っていても

結果がそうなら…どうしょうもない事…です。

心に秘めた想い…善意だけ…じゃなく…

悪意も狂気も…合わせ持っている…

それが人間
あ な た

なら…そういうご自分に

気づいて欲しいものです。

それが結果となって顕
あらわ

れてしまうもの…

予期せず気づかず…

人生が過ぎたりはしないもの

『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* いっぱい…気づいている…

つもりでしょう ね

それは「つもり…」でしかないのです。

真っすぐ…本当に真っ直ぐでしょうか?

知らない内に…ご自分の…勝手な解釈…が

動き出していて ずれていってしまう…

その怖さは…ご存じない?でしょうね。

事がすんなり通ったり

平和だったりすると…現れる「我」

一寸先は「闇」です。

声を上げても聞こえない…

物音もせず 叫び声も聞こえない

静まり返っている 漆黒
しっこ く

の闇…想像して 下さい

『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 何事もなく…なんて無い!のですよ

うまく行っている…と 錯覚?…

それが…続けば「家内安全」だと…

思い込んで…いられるんですね。

そうだと…人生幸せですよね。

でも それでは 大切な明日に繋がらないのです。

幸せを夢見て…同じ方向を…

大切な方と共に見つめられる…から

家族であったり・友人であったり

愛し合う相手であったり・するものです

今 一度 ご自分の心と向き合うこと…

忙しい…なんて言い訳は破滅
は め つ

への道です

『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* ご自分の心と向き合う…真剣に…です。

ご自分が何様
なにさま

?なのか 確認して…みて下さい。

家族の…行く末を…案じる心配するよりも

単純に 簡単に過ごします

そんなものなん…です。

神仏
か み

さまとの…出逢いは

ご自分が選ぶ…のではなく

神仏
あ い て

が 選ぶ・選ばれる のでしょう

そこにはあなたの…想い 願い

あなたそのもの… などは…存在しないのです。

神仏
か み

さまのお心次第…だと思います。

選ばれし人…に ほど遠くならない様に…

心磨く事です

『平成 23 年 3 月の運 気
チャンスライン

』


