
冒頭の（今月)…標語

「ミネルバ」は ローマ神話に 登場する 「知性の女神」 使いの梟
ふくろう

は 夕暮れに飛び立って 街の人々が日中に経験した智慧を集め それを基に ミネルバは

理論を確立する。実践の 積み重ねなしに 理論は導けない。上記は ある生命保険会社の 前社長・現相談役 宇野 郁夫 氏の言葉（新聞の記事より抜粋）

今 安楽寺に 起きている「奇跡」…。沢山の体験・経験を重ねて…来て 唯
わたく し

が存在します。又 先日も（5／19 日） 心震える 有り得ない程の事が…「奇跡」…が

その「奇跡」すら…何もなく起きるのではなく…誰かが 何かを 日々積み重ねているから…叶えられる…起きる…その事…それが信仰へと続いているからこそ です。

桜が咲き 人々が花を愛でるのは5 日ほど…誰も見向きもしない 残りの 360 日…桜のことを気に掛け 世話をする人間が必要…だと（桜
さく ら

守
も り

の方の言葉…）

唯
わたく し

が望んだこと…感じた事…全てに「答が…」出る…お応え頂いております。ただ…聖天さまは 手荒い応
ご た

え方…なので…神仏
か み

さまは 何か お急ぎ…なのかと?

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 気づき…という「試練

レッスン

」を沢山

積み重ねて来て…人生で一度?…限りの

大きな「試練
レッスン

」が…待っているのかも

それが…大切な信仰に巡り逢うことなら

外
はず

せない「機会
チャンス

」…です。もう信仰を

お持ちなら…より深く…結び直し…の為

何もかも 新しく・改める そのことが…

必要であったり 求められていたりする

時期なのかも…です。ご自分の生き方…

物事への取り組み方…心いっぱい広げて

人生賭けて 再度の覚悟…心揺らぐな!!

全般* 持って生まれた気質…能力…全て

環境で…各自の「差」・「違い」…に…

出る?… 開花する・しない・も ご自分が

管理する 作り出す生き方に…現れること

に…日々・時間・瞬間・この一秒にと…

どれだけの 想いを掛けて 過ごせている

かどうか どう管理出来るか…に掛かって

いるのです。時間管理・心の管理・体調

の管理・もちろん家族をも含めて…生き

方の管理…問題山積?でしょうか自分だけ

でも 大変なのにッてですか 大丈夫です

全般* 沢山の「愚痴」…又…でしょうか

どんな時でも…どんなに大事な時でも…

他人のこと…環境・状況の違い…全てに

対する不満? ですか 何を・何に・比べて

そう思う…の?あなたの「マイナス思考」

が 吹っ切れない程の「マイナス」を呼ん

でいる…とは 気づかない…のでしょうね

でも考えようです。それなりに…元気?…

だから…そんなこと 考えるんでしょうね

もっと大きな苦しみ・痛み…が あれば…

そちらに心が集中する? 気づけ大変だよ!

全般* 少しの進歩もない…状態が続いて

いますね 心の電池…切れかかっている…

パワーがないってこと…です。何か大き

な油断…です。ＭＤ…聞いてればいい…

なんて考えている内に 少しずつ…抜けて

いる 人間は日々…何らかの「運気」を…

食いつぶして生きている…積む・積める

量よりも…消費の方が遥に多い事…気づ

かないから…こんなに頑張っているのに

なんて愚痴が出る…のでしょう頑張れば

いいのではない 充電を大切にして下さい

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 少し…かな?って方と…4月生まれ

に書かせて頂いた…ご自分の充電を大切

にしょうとしている方…の違い…が明ら

かになって来る…明らかにならなきゃ…

嘘…だって思います。何が無くてもいい

なんて事はないのですけれど「運気」を

積む事…だけで終始せず「心に」栄養を

太らせる?こと考える生き方…していて

下さい。一年・二年・三年…差が出て…

それが結果へと結びつく…「奇跡」?程

でなくても…です。心に栄養…忘れない

全般* 調子!良い?ですか 頑張るッて心…

だけじゃ だめなんですよ総合的に見て…

正しいご自分の育て方…小さなこと 気づ

くより もっと大切な事に気づいて下さい

この月生まれの方の中には…大切なもの

事…間違えなければ…大成する方もある

いらっしゃる。勿論どの月生まれにも…

時期を外さなければ…ですが 一人で育っ

たりはしないのです。どの道にも「師」

必要です。ご自分を賭けられる方に巡り

逢う…事も「運気」の 大きな分岐点!!

全般* 今月…てんでバラバラの結果が…

出ています。この月生まれの全ての方に

何か「毒素」が…オーラとなって…何て

こと 書きたくなるほどの…生き方・暮ら

し方・心の向き…違えています それは…

先月からの続きで 偏
かたよ

る・歪
ゆが

む…など

日々の生活大切に出来ていない…のでは

ちょっと小休止・一息いれて躰も心も…

伸ばして見ましょう 一番大切は 何?って

問うてみる それは人間としてです。大切

を お座なりにして生きていては天罰が下る!?

全般* 神仏さまの言葉…あなたに聞こえ

たりはしないでしょう…叱られることな

く過ごして来た…から もう今更変えられ

ない等と…聞こえぬ振り?いい大人だから

とて 許されないことは同じです。生き直

せ・変われ と 大きな「奇跡」と共に頂

いた啓示…無にすれば人生ないのと同じ

です。今 唯
わたくし

は 特定の方に語りかけて

います。考えられない位…大きなもの…

動きました。護らなければならない方を

護り通す 生き直すそれが「使命」です

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 次々起きる「奇跡」を目の当たり

にして…平然と…シラッとしていられる

感動のない生き方…それは「接心」がな

いから…ってですか。色んな人がいて…

世の中成り立つッて…言い訳は…腐った

「核」を持つ…リンゴ?も普通の柿も…

同じ果物として一括り?ではないのです

それぞれの個性が引き立ち 際だつから

違いを認められる…のでしょう。根底に

あるご自分が信じる確たるものは一体…

何なんでしょう。しっかり見つめ直せ!!

全般*同じ月生まれでも…同じではない?

この世に生
せい

を受けて…いえ選んで生まれ

て来て…それを忘れて不平不満で生きて

いる…どんな「艱難
かんなん

辛苦
しんく

」も…この生
せい

の

中で「戦い抜く」という決め事忘れて…

いませんか。人の人生を 論
あげつら

う善きにつ

け悪しきにつけ…それこそ決め事なのに

です。友人・知人の為…正しい事言って

上げているつもり…がご自分の不平不満

の裏返し…それとも神仏
か み

さまに恨み…で

も…誹
そし

り 非難
ひなん

ですか罰が 当たりますよ

全般* 何事もなく…物事が解決したり…

時が進んでいったり…とはいかないもの

です。一難去って 又 一難…なんてね…

次々…と「試練
レッスン

」は繰り返され続けます

だから…それに慣れて…困難を克服する

事に…何かしら心の中に…安心に似た…

達成感…みたいなもの…生まれてくる…

から 人生は楽しい…のです。いえ楽しみ

に変える術…身につけた方のみ…かも…

知れませんが でも しっかり楽しむ余裕

を持つことそれが大きな結果を!生む事に

全般* 何事も時間という 括
くく

り…があるか

ら 苦しんだり 楽しんだり と 退屈せず

過ごせている…のでしょう。えッ苦しか

ったって…ですか ここ何ヶ月か…ご自分

を見つめ直す時間…取れましたか 見つめ

直しましたか それが結果へと繋がる様に

生き直す…生き方を変える…ご自分を…

立て直していますか… 直せていますか…

出来ていなければ 又 元の黙阿
もくあ

弥
み

…だら

だらした時間管理…時間運び…になりま

すよ。心に栄養…取り込む術
すべ

身につける

『ミネルバの 梟
ふくろう

は 夕暮れに飛び立つ』哲学者 ヘーゲルの言葉

『2３年６月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 気づき…という「試練
レッスン

」を

沢山積み重ねて来て…

人生で一度?…限りの大きな「試練
レッスン

」が…

待っているのかも

それが…大切な信仰に巡り逢うことなら

外
はず

せない「機会
チャンス

」…です。

もう信仰をお持ちなら…より深く…結び直し…の為

何もかも 新しく・改める

そのことが…必要であったり 求められていたりする

時期なのかも…です。

ご自分の生き方…物事への取り組み方…

心いっぱい広げて人生賭けて

再度の覚悟…心 揺らぐな!!

『平成 23 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 持って生まれた気質…能力…全て環境で…

各自の「差」・「違い」…に…出る?…

開花する・しない・も ご自分が管理する

作り出す生き方に…現れることに…

日々・時間・瞬間・この一秒にと…

どれだけの 想いを掛けて 過ごせているかどうか

どう管理出来るか…に掛かっているのです。

時間管理・心の管理・体調の管理・

もちろん家族をも含めて…

生き方の管理…問題山積?でしょうか

自分だけでも 大変なのにッて ですか 大丈夫です

『平成 23 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 沢山の「愚痴」…又…でしょうか

どんな時でも…どんなに大事な時でも…

他人のこと…環境・状況の違い…

全てに対する不満? ですか

何を・何に・比べてそう思う…の?

あなたの「マイナス思考」が

吹っ切れない程の「マイナス」を呼んでいる…とは

気づかない…のでしょうね

でも考えようです。

それなりに…元気?…だから…

そんなこと 考えるんでしょうね

もっと大きな苦しみ・痛み…が あれば…

そちらに心が集中する?

気づけ大変だよ!

『平成 23 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 23 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 少しの進歩もない…状態が続いていますね

心の電池…切れかかっている…

パワーがないってこと…です。

何か大きな油断…です。

ＭＤ…聞いてればいい…なんて考えている内に

少しずつ…抜けている

人間は日々…

何らかの「運気」を…食いつぶして生きている…

積む・積める 量よりも…

消費の方が遥に多い事…気づかないから…

こんなに頑張っているのになんて

愚痴が出る…のでしょう

頑張ればいいのではない

充電を大切にして下さい



『平成 23 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 少し…かな?って方と…4 月生まれ に

書かせて頂いた…

ご自分の充電を大切にしょうとしている方…の違い…が

明らかになって来る…明らかにならなきゃ…

嘘…だって思います。

何が無くてもいいなんて事はないのですけれど

「運気」を積む事…だけで終始せず

「心に」栄養を太らせる?こと

考える生き方…していて下さい。

一年・二年・三年…差が出て…

それが結果へと結びつく…「奇跡」?程でなくても…です。

心に栄養…忘れない



『平成 23 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 調子!良い?ですか

頑張るッて心…だけじゃ だめなんですよ

総合的に見て…正しいご自分の育て方…

小さなこと 気づくより

もっと大切な事に気づいて下さい

この月生まれの方の中には…

大切なもの事…間違えなければ…

大成する方もあるいらっしゃる。

勿論どの月生まれにも…

時期を外さなければ…ですが

一人で育ったりはしないのです。

どの道にも「師」必要です。

ご自分を賭けられる方に巡り逢う…事も

「運気」の 大きな 分岐点!!



『平成 23 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 今月…てんでバラバラの結果が…出ています。

この月生まれの全ての方に

何か「毒素」が…オーラとなって…

何てこと 書きたくなるほどの…

生き方・暮らし方・心の向き…違えています

それは…先月からの続きで 偏
かたよ

る・歪
ゆが

む…など

日々の生活大切に出来ていない…のでは

ちょっと小休止・一息いれて躰も心も…

伸ばして見ましょう

一番大切は 何?って問うてみる

それは人間としてです。

大切を お座なりにして 生きていては

天罰が下る!?



8 月生まれの方

全般* 神仏さまの言葉…

あなたに聞こえたりはしないでしょう…

叱られることなく過ごして来た…から

もう今更変えられない等と…聞こえぬ振り?

いい大人だからとて 許されないことは同じです。

生き直せ・変われ と 大きな「奇跡」と共に

頂いた啓示…無にすれば

人生ないのと同じです。

今 唯
わたくし

は 特定の方に語りかけています。

考えられない位…大きなもの…動きました。

護らなければならない方を護り通す

生き直す それが「使命」です

『平成 23 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 次々起きる「奇跡」を目の当たりにして…

平然と…シラッとしていられる感動のない生き方…

それは「接心」がないから…ってですか。

色んな人がいて…世の中成り立つッて…

言い訳は…腐った「核」を持つ…

リンゴ?も普通の柿も…同じ果物として

一括り?ではないのです

それぞれの個性が引き立ち 際だつから

違いを認められる…のでしょう。

根底にあるご自分が信じる確たるものは

一体…何なんでしょう。

しっかり見つめ直せ!!

『平成 23 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 同じ月生まれでも…同じではない?

この世に生
せい

を受けて…いえ選んで生まれて来て…

それを忘れて不平不満で生きている…

どんな「艱難
かんなん

辛苦
し ん く

」も…この生
せい

の中で「戦い抜く」という

決め事忘れて…いませんか。

人の人生を 論
あげつら

う善きにつけ悪しきにつけ…

それこそ決め事なのにです。

友人・知人の為…正しい事言って

上げているつもり…が

ご自分の不平不満の裏返し…

それとも神仏
か み

さまに恨み…でも…誹
そし

り 非難
ひ な ん

ですか

罰が 当たりますよ

『平成 23 年 6 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…物事が解決したり…

時が進んでいったり…とはいかないものです。

一難去って 又 一難…なんてね…

次々…と「試練
レッスン

」は繰り返され続けます

だから…それに慣れて…困難を克服する事に…

何かしら心の中に…安心に似た…

達成感…みたいなもの…生まれてくる…から

人生は楽しい…のです。

いえ楽しみに変える術…身につけた方のみ…

かも…知れませんが

でも しっかり楽しむ余裕を持つこと

それが大きな結果を!生む事に

『平成 23 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 何事も時間という 括
く く

り…があるから

苦しんだり 楽しんだり と 退屈せず

過ごせている…のでしょう。

えッ苦しかったって…ですか

ここ何ヶ月か…ご自分を見つめ直す時間…

取れましたか 見つめ直しましたか

それが結果へと繋がる様に生き直す…

生き方を変える…ご自分を…立て直していますか…

直せていますか…

出来ていなければ 又 元の黙阿
も く あ

弥
み

…

だらだらした時間管理…時間運び…になりますよ。

心に栄養…取り込む術
すべ

身につける

『平成 23 年 6 月の運 気
チャンスライン

』


