
冒頭の（今月)…標語

望んでない「今…」 も あるかも知れない…でも それは遠い未来に繋がっています。失敗なんて何一つ無いんです。そう考えれば…言い訳する必要も…

溜め息つく必要も…ない。心を貧しくしないで下さい。 今 本当に大切なこと…もっと真剣に考えないといけない時が来ています…「消費者のニーズに…」

などと踊らされ…必要以上の便利さや…必要以上の贅沢…で電気の消費量は鰻登り…ＰＣや携帯電話の発達は著しく一文字打てば…すぐ反応し…考える事等なくても…

操れる? 段々と人間がバカになる様な 仕掛け?かと 疑ってしまう程の便利さ 機械の賢さ…それに反比例して人間が無能に…ONと OFＦ…使い分けられない…。

テレビのチャンネルはどの局も「グルメ」番組…ばかり…そんなに脂肪を溜めて どうするの? 病院の・医薬品の・回し者?…（言い過ぎですかごめんなさい）

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* どの様な人と関わるかで…その人

の生き方や…人生は 変わるものです。

世間を狭くする様な…家風?や…信仰に

対する偏見…狭い地域…にありがちな…

風俗習慣…拘りが…ご自分との戦いを…

鈍らせ…怠惰にさせている…その事に…

気づきもせず…正しいと錯覚…して過ご

しているなら…あなたは生まれて来た…

意味も、この世での役目も ご自分との

戦いも…放棄し続けている事になると…

早く気づいた方から 人生変えられます

全般*「試練
レッスン

」は神仏
か み

さまの恵
めぐみ

でしょう

か? あなたは…気に掛かけながら 逃げて

いるのですか 見えていない振り…ですか

それはどんどん進み 良い方には 進化は

しないもの…です。手を打つ…ではなく

手を差し出す…のです。ご自分自身が…

関わりたくないと 言う想いが強いのなら

脱出も…可能でしょうけれど 人間として

最低限の事…片付けてからにして下さい

そして全ての事にも…出逢いはあったの

ですから それを思い出して見て下さい

全般* 気力も 体調も 全てがすぐれない

心が後を向いているのです。ご自分を…

コントロールする事忘れて…腹にたまっ

たもの…誰彼かまわず吐き続けていた…

昔のあなたが…見え隠れします。寂しさ

も 苦しさも 心の奥深く鎮めて…大人に

なって下さい。ご自分の人生…だから…

だからこそ…人のため生きる…それが…

この「一生」に課せられたあなたの役目

決して忘れてはならない事柄です。人間

は ご自分と戦う為…生まれて来たのです

全般* 行く先…思い 定まったのでしょう

か 夢や希望が先行し続けていては大切な

もの…見失います。まずは ご自分の務め

最初にやるべき事…それから手をつける

のです。物事の優先順位…です。明日…

など 来ないのかも知れない…世の中…

なんです。でも 生きて いかなければ…

明日など 来なくても あなたが 今日 …

やるべき事は全てやる…それが生まれて

来た そして今生きている証拠…でもある

そうです 毎日その証
あかし

を積み重ねること

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 新しいこと…変化の月 の方も…

相変わらず…コツコツと日々を重ねて…

いる いえ 重ねていければ良いほうです

重ね続けていたかった…方々も 大勢…

全ては 変わらず 何事もなく それが…

続きますように 日々の雑事に流されず

でも 目的に向かって進み続けていたい

もの…です。世の中の流れとは別に自分

の流れを…しっかりと漕いで行くこと…

滞りなく…。家庭や家族に惑わされず…

護ること もあなたの役目 だと 心得る

全般* 心砕くこと…誰彼なくに…出来て

いますか 大切な人や…大切なもの・こと

ご自分の守備範囲を広げることは あなた

ご自身の成長に繋がるのです。決して…

誰かの為…などと侮るなかれ…引いては

ご自分の運気のためだと…心得る。何事

も 人の務め…ご自分を大きくする・なる

為の…「試練
レッスン

」です。全ては楽しんで…

喜んで…進んで…が 合い言葉…そうです

人生 楽しんで 楽しみ まくる?…ため

生まれて来た…の でしたよね頑張～れ!

全般* 次々と…苦しいこと? 楽しんで…

いますか 何かの変わり目…でしょうか

人によっては体調が すぐれなかったり

気重だったり…と 何事もなくとは言えな

い…普通以上の 激しい変化に…翻弄され

ない様に…と 言ってもムリでしょうね

こんな時は…気に掛かる全てを向こうに

回して（決して 敵にまわしてはダメですよ）

出来る限り関わる…のです。答えなんて

必要ない…関わりの中から浮かび上がっ

て来た 事象をちょっとだけ 大切にして

全般* 体調や気分のすぐれない事の一つ

に…年齢だけじゃないこと…季節も時期

も…気候の変化も…3月中旬なのに…雪が

それも一面真っ白に…。私たちは自分の

躰の声も聴けないほど鈍化し麻痺して…

いるのでしょうね。それを文明の進化…

だとするなら…過去に 回帰したいもの…

です。それも叶わないほどの進化? それ

に付いて行く? ことが 正しいのか はて

さて このまま…が いいのに そう思わず

心や 躰にしっかりと「喝」を入れて!!

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 何を伝えても…何を見ても…あな

た流…それが通る…世の中…なんですね

人への想い…そんなもの微塵
みじ ん

もないのに

そんなことにも 気づかず物事の上
うわ

っ面
つら

のみ…それでも世の中渡っていけるんで

すね。どこに神仏
か み

さまが存在されている

のか… 唯
わたくし

が神仏
あな た

に問いたいそれでも

生きていけるのなら 唯
わたくし

の…存在は何

? なんですか なきに等しい それでも

生きて伝え続けろと…仰せですか 前に

も書きました 叫びました 又! ですか

全般* いろいろ起こる…その事に答えが

ある…と それすら錯覚…です。ご自分の

心の位置…思い・想い・それが整っても

起きること は 同じです ご自分の心の

確認は…誰かと話すとか…人に確かめる

ではなくご自身が心鎮めること…人生の

先・夢の先…に 照準を定めて…ご自分の

「色」を消して真っ白…いえ出来れば…

何色でも写し出せる様に…無色透明です

その時々に 必要な色 ご自分色でなく…

何も混ぜないこと…混ざると黒…に変化!

全般* 一生懸命…でしょうか…ですよね

毎日くたくたに なるまで 働いている…

のでしょうか それは 大切なこと ですが

間違っても います「?」とお思いですね

そう…です 間違っているのです 働く…

ということは「傍が楽…になる」ことで

すが…全ての仕事を奪ってまで働く…の

じゃなく…皆が楽しく仕事が出来る環境

を…。あなたが それほど出来る…などと

思えませんが…明日への活力 そして家族

との会話…ゆったりと…ゆっくり…です

全般* 何事も起こらない…そのことが…

有り難いですね。でも何事も変わらずに

物事が進むわけ…ない じゃないですか…

変わらない…大らかな…正しい…ゆった

りした…こう書き出してみて…そうあり

続けられる自信ありますか? 変わらずに

進化…し続けられる…ことなどないに…

等しいのに…です。人は…揺れながら…

ゆったりと…たおやかに進化し…続けら

れれば…それが夢…なら そう願うなら…

なりましよう せっかく出逢っているのに

『 言い訳も…溜め息も 心を貧しくする 』

『23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』
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1 月生まれの方

全般* どの様な人と関わるかで…

その人の生き方や…人生は 変わるものです。

世間を狭くする様な…家風?や…

信仰に対する偏見…狭い地域…にありがちな…

風俗習慣…拘りが…

ご自分との戦いを…鈍らせ…怠惰にさせている…

その事に…気づきもせず…

正しいと錯覚…して過ごしているなら…

あなたは生まれて来た…意味も、

この世での役目も ご自分との戦いも…

放棄し続けている事になると…

早く気づいた方から

人生 変えられます

『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般*「試練
レッスン

」は神仏
か み

さまの恵
めぐみ

でしょうか?

あなたは…気に掛かけながら 逃げているのですか

見えていない振り…ですか

それはどんどん進み 良い方には

進化はしないもの…です。

手を打つ…ではなく手を差し出す…のです。

ご自分自身が…関わりたくないと

言う想いが強いのなら脱出も…可能でしょうけれど

人間として 最低限の事…

片付けてからにして下さい

そして全ての事にも…出逢いはあったのですから

それを 思い出して見て下さい

『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 気力も 体調も 全てがすぐれない心が

後を向いているのです。

ご自分を…コントロールする事忘れて…

腹にたまったもの…

誰彼かまわず吐き続けていた…

昔のあなたが…見え隠れします。

寂しさも 苦しさも 心の奥深く鎮めて…

大人になって下さい。

ご自分の人生…だから…

だからこそ…人のため生きる…

それが…この「一生」に課せられたあなたの役目

決して忘れてはならない事柄です。

人間は ご自分と戦う為…

生まれて来たのです

『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 行く先…思い 定まったのでしょうか

夢や希望が先行し続けていては

大切なもの…見失います。

まずは ご自分の務め最初にやるべき事…

それから手をつけるのです。

物事の優先順位…です。

明日…など 来ないのかも知れない…

世の中…なんです。

でも 生きて いかなければ…

明日など 来なくても

あなたが 今日 …やるべき事は全てやる…

それが生まれて来た

そして今生きている証拠…でもある

そうです 毎日 その証
あかし

を積み重ねること



『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 新しいこと…変化の月 の方も…

相変わらず…コツコツと日々を重ねて…いる

いえ 重ねていければ良いほうです

重ね続けていたかった…方々も 大勢…

全ては 変わらず 何事もなく

それが…続きますように

日々の雑事に流されず でも 目的に向かって

進み続けていたいもの…です。

世の中の流れとは別に自分の流れを…

しっかりと漕いで行くこと…滞りなく…。

家庭や家族に惑わされず…護ること も

あなたの役目 だと 心得る



『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 心砕くこと…誰彼なくに…出来ていますか

大切な人や…大切なもの・こと

ご自分の守備範囲を広げることは

あなたご自身の成長に繋がるのです。

決して…誰かの為…などと侮るなかれ…

引いてはご自分の運気のためだと…心得る。

何事も 人の務め…ご自分を

大きくする・なる為の…「試練
レッスン

」です。

全ては楽しんで…喜んで…進んで…が 合い言葉…

そうです 人生 楽しんで 楽しみ まくる?…ため

生まれて来た…の でしたよね

頑張～れ!



『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 次々と…苦しいこと? 楽しんで…いますか

何かの変わり目…でしょうか

人によっては体調が すぐれなかったり

気重だったり…と 何事もなくとは言えない…

普通以上の 激しい変化に…翻弄されない様に…と

言ってもムリでしょうね

こんな時は…気に掛かる全てを向こうに回して

（決して 敵にまわしてはダメですよ）

出来る限り関わる…のです。

答えなんて必要ない…

関わりの中から浮かび上がって来た 事象を

ちょっとだけ 大切にして



8 月生まれの方

全般* 体調や気分のすぐれない事の一つに…

年齢だけじゃないこと…

季節も時期も…気候の変化も…

3 月中旬なのに…雪がそれも一面真っ白に…。

私たちは自分の躰の声も聴けないほど

鈍化し麻痺して…いるのでしょうね。

それを文明の進化…だとするなら…

過去に 回帰したいもの…です。

それも叶わないほどの進化?

それに付いて行く? ことが 正しいのか

はてさて このまま…が いいのに

そう思わず 心や 躰に しっかりと「喝」を入れて!!

『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 何を伝えても…何を見ても…あなた流…

それが通る…世の中…なんですね

人への想い…そんなもの微塵
み じ ん

もないのに

そんなことにも 気づかず物事の上
うわ

っ面
つら

のみ…

それでも世の中渡っていけるんですね。

どこに神仏
か み

さまが存在されているのか…

唯
わたくし

が神仏
あ な た

に問いたい

それでも生きていけるのなら 唯
わたくし

の…存在は何?

なんですか なきに等しい

それでも 生きて伝え続けろと…仰せですか

前にも書きました 叫びました

又! ですか

『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* いろいろ起こる…その事に答えがある…と

それすら錯覚…です。

ご自分の心の位置…思い・想い・

それが整っても起きること は 同じです

ご自分の心の確認は…誰かと話すとか…

人に確かめるではなく

ご自身が心鎮めること…

人生の先・夢の先…に

照準を定めて…ご自分の「色」を消して

真っ白…いえ出来れば…

何色でも写し出せる様に…無色透明です

その時々に 必要な色 ご自分色でなく…

何も混ぜないこと…

混ざると黒…に変化!

『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 一生懸命…でしょうか…ですよね

毎日くたくたに なるまで

働いている…のでしょうか

それは 大切なこと ですが

間違っても います「?」とお思いですね

そう…です 間違っているのです

働く…ということは「傍
はた

が楽…になる」ことですが…

全ての仕事を奪ってまで働く…のじゃなく…

皆が楽しく仕事が出来る環境を…。

あなたが それほど出来る…などと

思えませんが…明日への活力

そして家族との会話…

ゆったりと…ゆっくり…です

『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 何事も起こらない…

そのことが…有り難いですね。

でも何事も変わらずに物事が

進むわけ…ない じゃないですか…

変わらない…大らかな…正しい…ゆったりした…

こう書き出してみて…そうあり続けられる

自信ありますか?

変わらずに進化…し続けられる…ことなど

ないに…等しいのに…です。

人は…揺れながら…ゆったりと…

たおやかに進化し…続けられれば…

それが夢…なら

そう願うなら…なりましよう

せっかく出逢っているのに

『平成 23 年 4 月の運 気
チャンスライン

』


