『ＭＤ・会報・ガイド』は 人生の年金?
チャンスライン

『2３年７月の 運 気 』
１月生まれ

２月生まれ

３月生まれ

４月生まれ

全般* 物事に…心に…「限界」を作る…

全般* 少し…ダレて来ていませんか この

全般* 心の向き…前向き?ですか 心の中

全般* 気持の切り替え…が 大切な時です

のは ご自分自身 です。一生懸命だと…

季節・気候のせい?もあるのかも でも…

に入り込んだり…堂々巡りをしたり では

何事にも没頭出来る? 気性?を 生かして

思う…やっていると 思う…その心に …

運気は 少しの油断にも敏感に反応して…

明日も…暗い?でしょうね 済んだこと…

いますか? 又明日…は ない…と 心して

負けていませんか…「呼吸」することに

スキを見つけ…待ち受けて…いるのです

や 過ごして来た…過去に思いを馳せても

全ての事…を 振り返り振り向きしながら

一生懸命になったら…それは病気?それ

「小休止」も必要ですが 心は一定の方向

状況は変わりはしない…のです。ご自分

一日を 背～いっぱい走り込む…のです

も生命の末期症状?でしょうね 辛 い程

を向き続ける 今日…やるべき事 は 今日

が 大事…それでいい…ことはないのです

家に帰れば…あなたに ご自分に戻れる…

頑張っている…いたのに…認めて貰えな

やる…明日は新しいことに向き合える…

が 今は…取りあえず「ご自分」の事だけ

い?って…ですか 人生はご自分と戦う為

いえ常にご自分の「待ち受け画面」を…

にして しっかり前を向く…晴れる日も…

そう です 明日の為…そして６ヶ月先の

にある…とお分かりなら…そんなセリフ

磨いて置く…何でも来いッて言う姿勢を

きっと来る…を 信じて 頑張るしかない

為…もっと先 人生の終焉に…対しても…

は吐けないはず…それを言葉に出した…

崩さない事…そうすれば…「運気の波」

日々を大切にしっかりと過ごしていれば

大切なこと…です。人生に・仕事に・…

それが…消えたりはしない事 忘れない!

の動き見える? かもね 頑張れば 結果に!

その積み重ねが…未来へと繋がるのです!

目的に・本分から 外れない為…にもです

５月生まれ

６月生まれ

いのち

しんど

７月生まれ

そとずら

外面のいい…を 続け・続けるのです。

８月生まれ

全般* 一生懸命…という 言葉通り…に 全般* ちょッとした心配り…欠如すれば

全般* 何事もなく…物事が進んでいる…

全般* あッと言う間に…月日が過ぎて…

生きていますか ご自分の「一生」を… 人様の評価…変わります。大変に遭遇…

と どこかで 高を括っていますね ご自身

なぁ～んて言ってる間にも…です。常に

いのち

懸命に…生きる…です。それは生命を…

あなたは…どう動く? か が問われていた

の 努力なしでは…何事も成せない…とは

気配り 目配り…忘れて生きていたなら

懸けて…戦う…に通じているのです…が

ご自分の性質…事なかれ主義? 貫 けば…

考えないで…いえ 気づきもしない?の…

又 大変なことに…誰が忘れても あなた

そう 人生を走り続けている人には応援 そう し続けられれば 世の中…簡単なん

ですか 少しずつ…何かが…ズレて来て…

が忘れたなら 何にもならない…のですよ

があります。家族も 友人も もちろん…

ですが そうは 問屋が卸さない…のです

います…先月・先々月・と… 伝えている

生きている…のじゃなく生かして頂いて

他人も 捨てては置かない…のでしょう 人間は 誰かと常に関わって生きている

ことに変わりはない…のですが 躰?心?の

いる…のだと 思えますか 折角の生命…

そんな ステキな人生…やっていますか

疲れ 気の緩み…何か覇気がない…のでは

目いっぱい生かさなければ生きている…

つらぬ

のです。その関わりのお陰で…仕事も…

や

怠惰に…過ごしていれば…怠惰な人生…

生活も成り立っている…と ご存じです

中には 遣れている!と思い込んでいて… 意味…もない。他のことに…手が・目が

しか ないでしょう。疲れて帰って来て

よね? そうだとすれば あなたも誰かの為

想い・重い・ですよね。体調を整え 心を

気が・心が 奪われている…時じゃない…

ＴＶを見て…寝て・起きてだけ? だけ!?

走る・動く事が出来るかを 問われている

整えながら でもいいので 目線を上げて!

新たに 己を知る…事から…始めるのです

１１月生まれ

１２月生まれ

9 月生まれ
全般* ご自分に辿り着く?為の…長～い

１０月生まれ
全般* 日々…変わらずに過ごせている…

全般* 未だ?ですか あなたが 動かして…

全般* 難しいねェ～何か 考えてみても…

道のりですが 辿り着けるのでしょうか それが当たり前になっていて…何の変化

みようと 思われたこと 少しずつ…でも

何も思いつかないのに…でも～ッて 又…

ムリ…かも きっとムリ…でしょうね… もない…と 心が少しだけ…凹んで来て…

いいから 変わろう!とする その姿勢が

考える 「人間は考える葦である」パスカル

人間は「己を知る…」その事が 一番の 不満分子が…活躍の前触れ…出しだした

その思いが 結果へと 繋がるのに…です

ってこと…。でも大切な事は…見えない

戦い所だと 思えますが…大切な事 蓋を

のでしょうか 元気がない…のは 出ない

震災…心に 躰に それを未だ吹っ切れて

ものの中に 伏せられてあるって言います

したまま…だと それはムリ…ご自分を のは 愚痴の数だけ…「運気」を落とした

いない…のでしょうか 悲しみも苦しみも

そう言うこと…忘れなければご自分の心

知ろうとしていない…のだから「知らな

のでしょう。誰かがちょっと「花びら」

大きければ 大きいほど…その反動でもの

の向き…自ずと見えて…来るはず…です

きゃ～辿り着ける訳 ねぇだろう」って 下さったのにも 気づかない…悲しいねェ

凄い 大きなもの 動くんですよ それを

そうです ただ一途に…ひたすらに…です

「貧乏神さま」のセリフ…そのままです

力 にして 人一倍の…飛躍を期待します

信じられれば…あなたがですが…。信じ

「秘訣…」ですか? 唯 の話を聞く…

全てはあなたから…何です 動きましょう

人生…苦しみさえも…楽しまなくっちゃ

るから…存在するのです。ご自分の心…

そのまま心に落とし込む!…出来ますか?

動かしてみせましょう「花びら」蒔いて!

戦えないと…開き直れれば 勝ちに繋がる

想いを秤に掛けて…両天秤?恥ずかしい!?

あのひと

あなた…から そう!!あなたから です。

パワー

おの

なん

冒頭の（今月)…標語
「ＭＤ・会報・ガイド」は…この国の「年金」の様に目減りは…しません。あなたに取っては…この後の人生に…常に活用して頂ける「魂の年金」でありたいもの…。
う ごめ

人生の岐路に立つ時… ご自分を見失いそうな時… 「マグマ」と言う 煩悩が…蠢 きだした時… 嵐（心が…）の夜 心細さに朽ちそうになった時…
もちろん嬉しさで…有頂天に… 心を引き締めなければ…の時も… そして 日々ちょっと…今日の心構えは…な～ぁんて時も…無心で…紐解く…のです。
そうです 今日の…明日のご自分の来し方が…答として でも 甘い優しい言葉は ありません。しかし 今の あなたに 必要なこと…為すべき事…で溢れています
ご自分の中に 問題意識としての「種」をしっかりと 抱えて進むこと…「人生は ご自分と戦うために 生まれて来た」その事を…その言葉を 大切にして…
わたく し

だ

かか

人生をしっかりと 生きて頂くため… 人間の弱さを含めて 唯 がしっかりと 抱き抱えたい…そんな 熱き想いを込めた…深い愛に? あふれています。

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

1 月生まれの方
全般* 物事に…心に…「限界」を作る…のは
ご自分自身 です。
一生懸命だと…思う…やっていると 思う…
その心に …負けていませんか…
「呼吸」することに一生懸命になったら…
それは病気?
いのち

それも生命の末期症状?でしょうね
しんど

辛 い程 頑張っている…いたのに…
認めて貰えない?って…ですか
人生はご自分と戦う為にある…とお分かりなら…
そんなセリフは吐けないはず…
それを言葉に出した…
それが…消えたりはしない事 忘れない!

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

2 月生まれの方
全般* 少し…ダレて来ていませんか
この季節・気候のせい?もあるのかも
でも…運気は 少しの油断にも敏感に反応して…
スキを見つけ…待ち受けて…いるのです
「小休止」も必要ですが
心は一定の方向を向き続ける
今日…やるべき事 は 今日やる…
明日は新しいことに向き合える…
いえ常にご自分の「待ち受け画面」を…磨いて置く…
何でも来いッて言う姿勢を崩さない事…
そうすれば…「運気の波」 の動き見える? かもね
頑張れば 結果に!

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

3 月生まれの方
全般* 心の向き…前向き?ですか
心の中に入り込んだり…堂々巡りをしたり
では明日も…暗い?でしょうね
済んだこと…や 過ごして来た…過去に思いを馳せても
状況は変わりはしない…のです。
ご自分が 大事…それでいい…ことはないのですが
今は…取りあえず「ご自分」の事だけにして
しっかり前を向く…
晴れる日も…きっと来る…を
信じて 頑張るしかない日々を大切に
しっかりと過ごしていれば
その積み重ねが…未来へと繋がるのです!

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

4 月生まれの方
全般* 気持の切り替え…が 大切な時です
何事にも没頭出来る? 気性?を 生かしていますか?
又明日…は ない…と 心して
全ての事…を 振り返り振り向きしながら
一日を 背～いっぱい走り込む…のです
家に帰れば…あなたに ご自分に戻れる…
そ と ずら

外面のいい…を 続け・続けるのです。
そう です 明日の為…そして６ヶ月先の為…
もっと先 人生の終焉に…対しても…
大切なこと…です。
人生に・仕事に・…目的に・本分から
外れない為…にもです

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

5 月生まれの方
全般* 一生懸命…という
言葉通り…に生きていますか
ご自分の「一生」を…懸命に…生きる…です。
いのち

それは生命を…懸けて…戦う…に
通じているのです…が
そう 人生を走り続けている人には応援があります。
家族も 友人も もちろん…他人も
捨てては置かない…のでしょう
そんな ステキな人生…やっていますか
怠惰に…過ごしていれば…怠惰な人生…
しかないでしょう。
疲れて帰って来てＴＶを見て…
寝て・起きてだけ? だけ!?

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

6 月生まれの方
全般* ちょッとした心配り…欠如すれば
人様の評価…変わります。
大変に遭遇…あなたは…どう動く? か が
問われていたご自分の性質…
つらぬ

事なかれ主義? 貫 けば…そう し続けられれば
世の中…簡単なんですが
そうは 問屋が卸さない…のです
人間は 誰かと常に関わって生きているのです。
その関わりのお陰で…仕事も…生活も
成り立っている…と ご存じですよね?
そうだとすれば
あなたも誰かの為走る・動く事が出来るかを
問われている

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

7 月生まれの方
全般* 何事もなく…物事が進んでいる…と
どこかで 高を括っていますね
ご自身の 努力なしでは…
何事も成せない…とは考えないで…
いえ 気づきもしない?の…ですか
少しずつ…何かが…ズレて来て…います…
先月・先々月・と… 伝えていることに
変わりはない…のですが
躰?心?の疲れ 気の緩み…
何か覇気がない…のでは
や

中には 遣れている!と思い込んでいて…
想い・重い・ですよね。
体調を整え 心を整えながらでもいいので
目線を上げて!

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

8 月生まれの方
全般* あッと言う間に…月日が過ぎて…
なぁ～んて言ってる間にも…です。
常に気配り 目配り…忘れて生きていたなら
又 大変なことに…
誰が忘れても あなたが忘れたなら
何にもならない…のですよ
生きている…のじゃなく
生かして頂いている…のだと 思えますか
折角の生命…目いっぱい生かさなければ
生きている…意味…もない。
他のことに…手が・目が気が・心が
奪われている…時じゃない…
新たに 己を知る…事から…
始めるのです

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

9 月生まれの方
全般* ご自分に辿り着く?為の…
長～い道のりですが 辿り着けるのでしょうか
ムリ…かも きっとムリ…でしょうね…
人間は「己を知る…」
その事が 一番の戦い所だと 思えますが…
大切な事 蓋をしたまま…だと それはムリ…
ご自分を知ろうとしていない…のだから
「知らなきゃ～辿り着ける訳 ねぇだろう」って
「貧乏神さま」のセリフ…そのままです
あのひと

「秘訣…」ですか? 唯 の話を聞く…
そのまま心に落とし込む!…出来ますか?

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

10 月生まれの方
全般* 日々…変わらずに過ごせている…
それが当たり前になっていて…
何の変化もない…と
心が少しだけ…凹んで来て…
不満分子が…活躍の前触れ…出しだしたのでしょうか
元気がない…のは 出ないのは 愚痴の数だけ…
「運気」を落としたのでしょう。
誰かがちょっと「花びら」下さったのにも
気づかない…悲しいねェ
あなた…から そう!!あなたから です。
なん

全てはあなたから…何です
動きましょう動かしてみせましょう
「花びら」蒔いて!

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

11 月生まれの方
全般* 未だ?ですか
あなたが 動かして…みようと 思われたこと
少しずつ…でもいいから 変わろう!とする
その姿勢がその思いが
結果へと 繋がるのに…です
震災…心に 躰に
それを未だ吹っ切れていない…のでしょうか
悲しみも苦しみも大きければ 大きいほど…
その反動でもの凄い 大きなもの 動くんですよ
パワー

それを 力 にして 人一倍の…飛躍を期待します
人生…苦しみさえも…
楽しまなくっちゃ戦えないと…
開き直れれば 勝ちに繋がる

チャンスライン

『平成 2３年７月の 運 気 』

12 月生まれの方
全般* 難しいねェ～
何か 考えてみても…何も思いつかないのに…
でも～ッて 又…考える
「人間は考える葦である」
パスカルってこと…。
でも大切な事は…見えないものの中に
伏せられてあるって言います
そう言うこと…忘れなければ
ご自分の心の向き…
おの

自ずと見えて…来るはず…です
そうです ただ一途に…ひたすらに…です
信じられれば…あなたがですが…。
信じるから…存在するのです。
ご自分の心…想いを秤に掛けて…
両天秤?恥ずかしい!?

