
冒頭の（今月)…標語

誰にだってあるはずだ／自分を隠す時の仮面／悲しいのに楽しく見せる仮面／いじわるなのにやさしく見せる仮面…

心の中のひき出しに／何枚も何枚も何枚も／しまってある仮面 （横浜市・上菅田小 5 年） 中島 明日美（カナ使いも…全て原文のまま…。）

善と悪・罪と罰・陰と陽・…。他者の痛みへの共感と無関心（何かに書かれてありました…）そうです それが人間という生き物…なんですね

高層ビルの林立する都市を築き・科学や医学の進歩…技術の開発が人々の生活を変えた?…。自然すらも制御出来ると?思い上がった…結果。

大自然の猛威に翻弄され…ひどくちっぽけな存在…だと…。素晴らしい想像力と愚かな欲…を 併せ持つ生き物。されど 自然の一部…だと思い知らされましたね

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* ご自分が掘った「穴」…見えれば

いいのにね 自分の後ろ姿が…みえない

様に 人生…振り返っても何も見えない

何処を歩いて来たのか…何をしょうと…

していたのか そしてこれから何処へ…

目指す方向…目標を失う…という事は

ご自分を失うこと…失ってしまえば愚痴

も 言い訳も 気力も 涙さえも出ない…

生まれて来た…意味も 忘れられたなら

幸せですか? 本当の幸せは…あなたの心

の中 その掌中に…再度 見つめ直して下さい

全般* しっかりしなければ…と 肩に力を

入れ過ぎないで 頑張らずに 頑張る…

柔らかく 柔らか～く です。人生には…

流されること必要な時も あるのですから

しっかり走り込む 走らなければならない

時がくれば…頑張って走ればいいのです

今は 周りの歩調に合わせて 呼吸も合わ

せていれば 見えない物も見えて来ます…

周りの動きや…考え方…想い…をも読む

そして心を添わせること…ゆっくりです

一緒に…共に…手を 目を 合わせて歩く!

全般* 手に入れられたもの…ずっしりと

重い…ですか 喜びも…倍増 でしょうか

どれだけの間 楽しめますか 心の隙間…

埋まりましたでしょうか 人の思い・想い

を ムダにせず…我が道進んでいけるの…

でしょうか 吐いた言葉…投げつけた言葉

誰かの為の想いも…手を差し出した行為

も 全て 今 運気にと変わります その…

運気で この波…乗り切れる 自信おあり

でしょうか きっと…大丈夫 …でしょう

いえ 大丈夫にして見せましょう頑張れ!

全般* 少し 心… 乱れて? いませんか…

何があった訳じゃないのに…イラついて

しまう?のは 何なんでしょう 苦手なこと

弱いこと…に 出会った 又は もっと苦手

を発見?なんてね。でも大丈夫…でしょう

少々のことでは動じない?本来のあなたに

戻れる…何気ないキッカケで その分発見

もあります。「出来るんだ!!」なんて…

ね 。さぁ春です（?）陽気に誘われて?…

遠出…いえ 心を飛ばして 望み通りに成

れている ご自分の姿を描く…楽しいですよ

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 通って来た道…その続きの中に今

の道があります。どこかで曲がる?はず

だったり…真っ直ぐだったり…それぞれ

が 思い描いた通り だったのかなぁ?…

と ちょっと心配…ですが ここまで来た

…来てしまったのなら…進むしかない…

のですが。問題は「運気」です。吐いた

言葉や 行為・何かを 無視して 通り過

ぎた事…残映として…あります。あなた

が忘れても…です。「負」は…「負」と

して「運気」の前に存在しているのです

全般* ちっとも成長の兆しが見えない…

まま 又 一月
ひとつき

が経ちました。ご自分の心

が…何かを掴んでも…ご自分の体験が?…

ご自分流の考え方に影響…してしまうの

でしょうね。それが成長を妨げていると

考えないのでしょうか あなた色…それも

いい…でしょうけれど 世の中は人の数…

だけの色が存在する…なんて壮大な心…

「気」を発揮させてご自分を大きくさせ

てみる…なぁ～んてこと…あなたには…

ムリ…なんでしょうね 大きくなぁ～れ!!

全般* ムリや 無茶…が通る世の中なんて

って 嘆いていても始まらないんでしょう

なら 変えてやろうじゃない…気概…です

少し 壮大な位の「気概」を持って下さい

立ち向かって下さい。目的や・夢・なく

ても…です。走り出せば…目的も・夢も

後から付いて来る…はずです。きっと…

ご自分に自信があれば…自信の裏打ち…

とは?!…日々の積み重ね…たゆまぬ努力

投げ出さない根性…辛抱や我慢…見えな

い汗…全てが当て嵌
はま

りますでしょうか?

全般* 良かったり・悪かったり…体調…

です。年齢や 男女の差…はあるのですが

今 少し運気も作用して…いるのでしょう

持病のある方は特に…この季節は 気をつ

けて下さい。若い方も…同じです。いえ

体調じゃなく 仕事運・対人運・家庭運

など…です。日頃の不摂生・運気が積め

ていない…などが 弊害になって現れる…

時かと…。7月と同じ…普段にどれだけの

努力を重ねられているか…と問われて…

いるのでしょうね 自信…おあり?ですか

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* やってしまったことは しょうが

ない…などと 開き直らない…そんな心

がけだから 又 やってしまう 根本原因

は すぐ短絡的に 自分で判断したり…

すぐ結果を（それが間違っていても…）出して

しまう事…でしょう。あなたの心には…

いえ思考回路には…取りあえず ＝
イコール

が

必要なのでしょう。間違った考え方でも

答を叩き出すことで…物事の決着がつく

すぐ前を向ける? 次へと 歩き出せる…

頭を抱え込むほど 思考回路は深くない?

全般* なに事も…ご自分の健康があって

成り立つ…。人間はひとりで…生きて…

いけるもの…でもないし たとえ家族なし

でも…世の中の関わりを絶って隠遁生活

ならまだしも…普通に暮らしているなら

誰かと…何かを…お互いが…大切な情報

の受け渡し…教えたり 教えられたり…な

のに ご自分からの発信は「O
ゼロ

」聞かれて

も適当に答え?…それって企業秘密?…そ

れほど大層なものかいッ言いたくなる…

そんな生き方 やめよぅよ無しに しょう

全般* 良いことも悪いことも全てを合わ

せ持つ…それが人間なら うまく立ち回る

のじゃなく…どう 善い面だけ…現して…

暮らせるのか…他人の善い面をどれだけ

見つけられるのか…それは「合わせ鏡」

です。ご自分だけじゃ見られない後ろ姿

をも見られるとしたら…誰かと…家族と

協力しながら…見る「合わせ鏡」が必要

なんでしょう。常に・誰かと一緒・人と

共にある それが とても幸せだと思える

人生であって欲しいと 願っていて下さい

全般* 物事に真剣に立ち向かう…なんて

無かった?のでしょうね ご自分じゃ真剣

に考えているし 真剣に 前向きに 物事と

取り組んでいるし…生きていると。思い

込み?だけでも…生きられるんだ～何とな

く楽しくなる様な…でも あなたの年齢

を考えて見て下さい。それなりの人は…

それなりに…もう少し人生に対して真摯

に と お願いしたいもの…です。今月は

優し～い?メッセージですが 本当の賢さ

を しっかり磨いて揺るがないでいて!ね

『 仮面… （気持をぎゅっと煮詰めていくもの・心の気づき…） 』

『23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』
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1 月生まれの方

全般* ご自分が掘った「穴」…見えればいいのにね

自分の後ろ姿が…みえない様に

人生…振り返っても何も見えない

何処を歩いて来たのか…

何をしょうと…していたのか

そしてこれから何処へ…

目指す方向…目標を失う…という事は

ご自分を失うこと…

失ってしまえば愚痴も 言い訳も 気力も

涙さえも出ない…

生まれて来た…意味も 忘れられたなら

幸せですか?

本当の幸せは…あなたの心の中

その掌中に…再度 見つめ直して下さい

『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* しっかりしなければ…と

肩に力を入れ過ぎないで 頑張らずに 頑張る…

柔らかく 柔らか～く です。

人生には…流されること

必要な時も あるのですから

しっかり走り込む

走らなければならない時がくれば…

頑張って走ればいいのです

今は 周りの歩調に合わせて

呼吸も合わせていれば

見えない物も見えて来ます…

周りの動きや…考え方…想い…をも読む

そして心を添わせること…ゆっくりです

一緒に…共に…手を 目を

合わせて歩く!

『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 手に入れられたもの…

ずっしりと重い…ですか

喜びも…倍増 でしょうか

どれだけの間 楽しめますか

心の隙間…埋まりましたでしょうか

人の思い・想いを ムダにせず…

我が道進んでいけるの…でしょうか

吐いた言葉…投げつけた言葉

誰かの為の想いも…手を差し出した行為も

全て 今 運気にと変わります

その…運気で この波…乗り切れる

自信おありでしょうか

きっと…大丈夫 …でしょう

いえ 大丈夫にして見せましょう

頑張れ!

『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 少し 心… 乱れて? いませんか…

何があった訳じゃないのに…

イラついてしまう?のは 何なんでしょう

苦手なこと弱いこと…に 出会った

又は もっと苦手を発見?なんてね。

でも大丈夫…でしょう

少々のことでは動じない?

本来のあなたに戻れる…

何気ないキッカケで その分発見もあります。

「出来るんだ!!」なんて…ね。

さぁ春です（?）陽気に誘われて?…遠出…

いえ 心を飛ばして 望み通りに成れている

ご自分の姿を描く…楽しいですよ



『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 通って来た道…

その続きの中に今の道があります。

どこかで曲がる?はずだったり…

真っ直ぐだったり…

それぞれが 思い描いた通り だったのかなぁ?…と

ちょっと心配…ですが

ここまで来た…来てしまったのなら…

進むしかない…のですが。

問題は「運気」です。

吐いた言葉や 行為・何かを

無視して 通り過ぎた事…残映として…あります。

あなたが忘れても…です。

「負」は…「負」として「運気」の前に

存在しているのです



『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* ちっとも成長の兆しが見えない…まま

又 一月
ひとつき

が経ちました。

ご自分の心が…何かを掴んでも…

ご自分の体験が?…ご自分流の考え方に影響…

してしまうのでしょうね。

それが成長を妨げていると考えないのでしょうか

あなた色…それもいい…でしょうけれど

世の中は人の数…だけの色が存在する…

なんて壮大な心…「気」を発揮させて

ご自分を大きくさせてみる…

なぁ～んてこと…あなたには…ムリ…

なんでしょうね

大きくなぁ～れ!!



『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* ムリや 無茶…が通る世の中なんてって

嘆いていても始まらないんでしょう

なら 変えてやろうじゃない…気概…です

少し 壮大な位の「気概」を持って下さい

立ち向かって下さい。

目的や・夢・なくても…です。

走り出せば…目的も・夢も

後から付いて来る…はずです。

きっと…ご自分に自信があれば…

自信の裏打ち…とは?!…日々の積み重ね…

たゆまぬ努力投げ出さない根性…

辛抱や我慢…見えない汗…

全てが 当て嵌
はま

ります でしょうか?



8 月生まれの方

全般* 良かったり・悪かったり…体調…です。

年齢や 男女の差…はあるのですが

今 少し運気も作用して…いるのでしょう

持病のある方は特に…

この季節は 気をつけて下さい。

若い方も…同じです。いえ体調じゃなく

仕事運・対人運・家庭運など…です。

日頃の不摂生・運気が積めていない…などが

弊害になって現れる…時かと…。

7 月と同じ…

普段にどれだけの努力を重ねられているか…と

問われて…いるのでしょうね

自信…おあり?ですか

『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* やってしまったことは しょうがない…などと

開き直らない…

そんな心がけだから 又 やってしまう

根本原因は すぐ短絡的に 自分で判断したり…

すぐ結果を（それが間違っていても…）

出してしまう事…でしょう。

あなたの心には…いえ思考回路には…

取りあえず ＝
イコール

が必要なのでしょう。

間違った考え方でも答を叩き出すことで…

物事の決着がつく

すぐ前を向ける? 次へと 歩き出せる…

頭を抱え込むほど 思考回路は深くない?

『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* なに事も…ご自分の健康があって成り立つ…。

人間はひとりで…生きて…いけるもの…でもないし

たとえ家族なしでも…

世の中の関わりを絶って隠遁生活ならまだしも…

普通に暮らしているなら

誰かと…何かを…お互いが…

大切な情報の受け渡し…

教えたり 教えられたり…なのに

ご自分からの発信は「O
ゼロ

」聞かれても

適当に答え?…それって企業秘密?…

それほど大層なものかいッ言いたくなる…

そんな生き方 やめよぅよ

無しに しょう

『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 良いことも悪いことも全てを合わせ持つ…

それが人間なら うまく立ち回るのじゃなく…

どう 善い面だけ…現して…暮らせるのか…

他人の善い面をどれだけ見つけられるのか…

それは「合わせ鏡」です。

ご自分だけじゃ見られない後ろ姿をも

見られるとしたら…

誰かと…家族と協力しながら…見る

「合わせ鏡」が必要なんでしょう。

常に・誰かと一緒・人と共にある

それが とても幸せだと思える人生で

あって欲しいと 願っていて下さい

『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 物事に真剣に立ち向かう…

なんて無かった?のでしょうね

ご自分じゃ真剣に考えているし

真剣に 前向きに 物事と取り組んでいるし…

生きていると。

思い込み?だけでも…生きられるんだ～

何となく楽しくなる様な…

でも あなたの年齢を考えて見て下さい。

それなりの人は…それなりに…

もう少し人生に対して真摯に と

お願いしたいもの…です。

今月は優し～い?メッセージですが

本当の賢さを しっかり磨いて

揺るがないでいて!ね

『平成 23 年 5 月の運 気
チャンスライン

』


