
冒頭の（今月)…標語

上記の格言?は…知の巨人ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの「格言と反省」の「経験と人生」より…。人の話を聞いたり、書物を読んだり…もちろん その書物を

選ぶ時…すでに自分に理解出来ること…という選別を…無意識のうちにしている…のでしょう。幼い子は いろいろなお話を聞いても自分に分かる所だけを

つなぎ合わせて自分なりに物語を作る…。と 言われていますが 大人になっても同じように…お話を…想いを…自分の心を…表現する為の道具としての言葉を…

自分なりに…つなぎ合わせて…飾りを加えて…と 子供時代と たいして変わらない…のでは…。ご自分が…「理解出来る」…という範疇
はんちゅう

から…脱出してみて下さい。

ゲーテは芸術家としてのみならず科学者としても並々ならぬ功績を残しました。「見えない真実」に対する考察 徹底した自然観察 神秘哲学の探究…。など

分からないのではなく 分かろうとする努力…を。「認識と学問」という章には「人は 理解している事については 何も知ろうとしない」とう対極の言葉も残しています。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* ご自分の立ち位置…お分かり?…

でしょうか…物事の本質・成り立ち・…

仕組み など…今 ご自分に対する世間の

目…等と…色んな角度から ご自分を…

観察 して 見て 下さい。これでいい…

なんて言う事は 無い のかも知れません

ご自分の周り…家族・親戚・関わりの方

仕事場・隣近所・いろんな角度で見つめ

た あなたは …何が対象で 何に焦点を

合わせて 誰に 誰と 。いっぱい見える

「謹慎
きんしん

」の（でない方も）意味も見えるはず

全般* 頑張る!は 大切です。ご自分の…

意識の改革も含めて…です。何かを目標

に定めて…ご自分を奮起させる事…です

新しい一歩…ですね 頑張れば…結果に

繋がります…が 大切な事…抜けていて

は ムダな動き…で終わります。神仏
か み

に

祈る…は 謙虚な心の発露…です。忘れて

いませんか?普段 何も出来ていないから

祈れない? 願えない?…ですか 祈れない

願えない…その事よりも あなたの心に

神仏
か み

さまがいらっしゃらない事が 悲しい

全般* 何に夢中?ですか ご自分の体調…

能力・時間的な事も含めて…何かに終始

し過ぎていませんか あなたが考えるほど

あなたは 弱くない…ご自分がご自分で…

「ひ弱」にしているだけ…です。ムリが

きかない躰…ではなく ムリがきかない心

?…でしょうね。酷使…しろ とは言って

いません。何事も 少しずつ 慣らさない

と この後の人生…「負け越し」で 終わ

りますよ ご自分の為…だから頑張れない

のです。誰かの為…「未来の為」ですよ

全般* あなたは暑さに弱い?のでしょうか

少し…何かがダウンしています…が 心の

向き…まで 変えないで下さいね この後

の 人生を賭けて…向き合うべき事に…

向き合って欲しいから…心を遊ばせない

で下さい。小さな気づきも大切…ですが

大きな事象に焦点を 合わせていて下さい

今 の ままじゃなく 月日と共に進化する

変化する あなたの心を大切にしていて…

欲しいから…です。退屈な日も 心が乗ら

ない日も…でも それを乗り越えた先に !

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* もう何年になるのでしょう 出逢い

から…どれだけの年月…「ガイド」を…

少しは 答えに 応えて 頂いているの…

でしょうか 少し 不安ですが 続けて…

お読み…下さいませ。いつか いつか…

きっと「ガイド
わ た く し

」も お役に立っている

と 誇らしい気持にさせて頂く…日が…

来るのでしょうか いえ 問いますまい…

あなた…だけじゃないのですから ただ

折角 だから「勿体ない」という想いが

強くて つい…口が…すべるのですご勘弁!

全般* いつまでも…いつも…あると思わ

ないで下さいね。すべての事には終わり

がくるのです。今 習えること それを…

大切に して頂きたい と。そして次へと

繋ぐ…それが人間界の役割…を果たす…

事に と。大きな望み 大きな役割 全ては

たった 一つの小さな事 から始まります

その…連鎖の糸を切らない…あなたの代

で 断ち切らないで 頂きたい。次の世代

に 繋げなくても…あなたの前進の姿が…

誰かの心に残る事…それも大切な現象…!

全般* 次々と…目まぐるしく 進展して…

行く現象に付いていけています?か いえ

あんたが大将 あんたが社長 って感じ…

です。面白い!ですね ご自分の人生です

ご自分で転がさないで 何が人生なもんか

心のブレーキ 外して下さいませ ませ…

ですよ。少々 箍
たが

を外しても 何て事ない

人生は 楽しんで なんぼ 笑って なんぼ

です。あなた…何歳
おいくつ

?ですか 年齢
よきん

の残高

しっかりと 使い切り…やり残しもなく…

生き切りたいもの…です。楽しみながら!

全般* 躰を動かさないと…頭も動かない

のですよ 頭が働かないと 人生いい事…

無しになりますね 折角生まれて来たので

すから 楽しいこと 生き甲斐のあること

に溢れた人生に…。でも あなたが何歳

かに掛かっていますね。もう後がない…

なら 尚更ですし まだまだ…なら もっと

もっと尚更…です。働かない・怠けろ…

ではないのですよ しっかりと思い残すこ

となく 仕事をし 目的・夢 があるなら…

それに邁進する。ご自分との 戦いですよ

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般*良くも悪くもなく なんて生易しい

事…言っていたら…あなたの人生きっと

途中で消える? いえ命はあっても…です

あちこち そこら中に 穴ぼこ だらけ…

です。何か手をつけるごとに 忘れ物…

それも初歩的な事
ミス

…です。それを追求

されると切れる…泣き叫ぶ 人のせいに

する 心の底に沈めていた…はずの悪魔

が「出番!」だと 踊り出る。何か物語り

の様に…楽しい展開…に なって来まし

たが 人事
ひとごと

ではないそんな 余裕はない

全般* しっかりしている様で…うっかり

している…誰にでも ある 傾向ですが…

少し 長くないですか 何かに 追われ放
ぱな

し

では 先が思いやられますよ 一家の主…

で なくても きっと同じポジションに…

いる方…だと 思いますが…いかが?です

か 相手を「手玉に取る…」のじゃなくて

転がす…と覚えておいて下さいね 決して

転がされない様に ね それにしても 一息

も 二息も…付いたでしょう この辺りで

息を吹き返して…元のあなたに 変～身!!

全般* 何事も…上手く事が運んでいる…

と 油断が生じて来るもの…です。それは

初心を忘れるから…です。「有り難い」

…とは 有り得ない難しい…こと それを

忘れて 慢心
まんしん

の邁進
まいしん

は 目標も 夢からも

遥に…遠くなる と…いえ 道を間違えた

りしないでしょうけれど 1ミリのズレが

人生の先で…何㌔の…「差」に変化して

しまうと ご存じでしょうか「有り難い」

と 何に感謝…するのでしょうか お分か

りの人生であって欲しい…と 切望します

全般* 何でもない…事に 心乱されていて

ご自分の人生…真っ直ぐ 歩けませんよね

気づいたなら…軌道修正…です。何時で

も やり直しは 利くのですから しっかり

している様で…ちょっとかな? 気がかり

なこと 気持が引っ掛かることには敏感に

反応する…割には 無頓着…気をつけて…

下さい それは 相手によっては反応が…

「だらしない…」と 取られかねない…の

ですよ 社会は 世間は 広い 他種 多様

な 人がいること忘れないで下さいませ

「私たちはみな、自分に理解出来ることだけしか聞いていない。」ゲーテ

『2３年８月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* ご自分の立ち位置…お分かり?…でしょうか…

物事の本質・成り立ち・…仕組み など…

今 ご自分に対する世間の目…等と…

色んな角度から ご自分を…

観察 して 見て 下さい。

これでいい…なんて言う事は 無い のかも知れません

ご自分の周り…家族・親戚・関わりの方

仕事場・隣近所・いろんな角度で見つめた

あなたは …何が対象で

何に焦点を合わせて 誰に 誰と 。

いっぱい見える「謹慎
きんしん

」の（でない方も）意味も見えるはず

『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 頑張る!は 大切です。

ご自分の…意識の改革も含めて…です。

何かを目標に定めて…

ご自分を奮起させる事…です

新しい一歩…ですね

頑張れば…結果に繋がります…が

大切な事…抜けていては

ムダな動き…で終わります。

神仏
か み

に祈る…は 謙虚な心の発露…です。

忘れていませんか?

普段 何も出来ていないから

祈れない? 願えない?…ですか

祈れない願えない…

その事よりも あなたの心に神仏
か み

さまが

いらっしゃらない事が 悲しい

『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 何に夢中?ですか

ご自分の体調…能力・時間的な事も含めて…

何かに終始し過ぎていませんか

あなたが考えるほどあなたは 弱くない…

ご自分がご自分で…「ひ弱」にしているだけ…です。

ムリがきかない躰…ではなく

ムリがきかない心?…でしょうね。

酷使…しろ とは言っていません。

何事も 少しずつ 慣らさないと

この後の人生…「負け越し」で 終わりますよ

ご自分の為…だから頑張れないのです。

誰かの為…「未来の為」ですよ

『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』



『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* あなたは暑さに弱い?のでしょうか

少し…何かがダウンしています…が

心の向き…まで 変えないで下さいね

この後の 人生を賭けて…向き合うべき事に…

向き合って欲しいから…心を遊ばせないで下さい。

小さな気づきも大切…ですが

大きな事象に焦点を 合わせていて下さい

今 の ままじゃなく 月日と共に進化する変化する

あなたの心を大切にしていて…欲しいから…です。

退屈な日も 心が乗らない日も…

でも それを乗り越えた先に !



『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* もう何年になるのでしょう 出逢いから…

どれだけの年月…「ガイド」を…

少しは 答えに 応えて 頂いているの…でしょうか

少し 不安ですが 続けて…お読み…下さいませ。

いつか いつか…きっと「ガイド
わ た く し

」も

お役に立っていると

誇らしい気持にさせて頂く…日が…

来るのでしょうか

いえ 問いますまい…

あなた…だけじゃないのですから

ただ折角 だから「勿体ない」という想いが強くて

つい…口が…すべるのですご勘弁!



『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* いつまでも…いつも…あると

思わないで下さいね。

すべての事には終わりがくるのです。

今 習えること それを…大切に して頂きたい と。

そして次へと繋ぐ…それが

人間界の役割…を果たす…事に と。

大きな望み 大きな役割 全ては

たった 一つの小さな事 から始まります

その…連鎖の糸を切らない…

あなたの代で 断ち切らないで 頂きたい。

次の世代に 繋げなくても…

あなたの前進の姿が…誰かの心に残る事…

それも大切な現象…!



『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 次々と…目まぐるしく 進展して…行く

現象に付いていけています?か

いえあんたが大将 あんたが社長 って感じ…です。

面白い!ですね ご自分の人生です

ご自分で転がさないで 何が人生なもんか

心のブレーキ 外して下さいませ ませ…ですよ。

少々 箍
たが

を外しても 何て事ない人生は

楽しんで なんぼ 笑って なんぼです。

あなた…何歳
おいくつ

?ですか 年齢
よ き ん

の残高

しっかりと 使い切り…やり残しもなく…

生き切りたいもの…です。

楽しみながら!



8 月生まれの方

全般* 躰を動かさないと…頭も動かないのですよ

頭が働かないと 人生いい事…無しになりますね

折角生まれて来たのですから

楽しいこと 生き甲斐のあることに

溢れた人生に…。

でも あなたが何歳かに掛かっていますね。

もう後がない…なら 尚更ですし

まだまだ…なら もっともっと尚更…です。

働かない・怠けろ…ではないのですよ

しっかりと思い残すことなく 仕事をし

目的・夢 があるなら…それに邁進する。

ご自分との 戦いですよ

『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 良くも悪くもなく なんて

生易しい事…言っていたら…

あなたの人生きっと途中で消える?

いえ命はあっても…です

あちこち そこら中に 穴ぼこ だらけ…です。

何か手をつけるごとに 忘れ物…

それも初歩的な事
ミ ス

…です。

それを追求されると切れる…泣き叫ぶ 人のせいにする

心の底に沈めていた…はずの悪魔が

「出番!」だと 踊り出る。

何か物語りの様に…楽しい展開…に

なって来ましたが 人事
ひとごと

ではない

そんな 余裕はない

『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* しっかりしている様で…うっかりしている…

誰にでも ある 傾向ですが…

少し 長くないですか 何かに 追われ放
ぱな

しでは

先が思いやられますよ 一家の主…で なくても

きっと同じポジションに…いる方…だと

思いますが…いかが?ですか

相手を「手玉に取る…」のじゃなくて転がす…と

覚えておいて下さいね

決して転がされない様に ね

それにしても 一息も 二息も…付いたでしょう

この辺りで息を吹き返して…

元のあなたに 変～身!!

『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 何事も…上手く事が運んでいる…と

油断が生じて来るもの…です。

それは初心を忘れるから…です。

「有り難い」…とは 有り得ない難しい…こと

それを忘れて 慢心
まんしん

の邁進
まいしん

は

目標も 夢からも遥に…遠くなる と…

いえ 道を間違えたりしないでしょうけれど

1 ミリのズレが人生の先で…

何㌔の…「差」に変化してしまうと

ご存じでしょうか

「有り難い」と 何に感謝…するのでしょうか

お分かりの人生であって欲しい…と 切望します

『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 何でもない…事に 心乱されていて

ご自分の人生…真っ直ぐ 歩けませんよね

気づいたなら…軌道修正…です。

何時でも やり直しは 利くのですから

しっかりしている様で…ちょっとかな?

気がかりなこと 気持が引っ掛かることには

敏感に反応する…割には 無頓着…

気をつけて…下さい

それは 相手によっては反応が…

「だらしない…」と 取られかねない…のですよ

社会は 世間は 広い 他種 多様な 人がいること

忘れないで下さいませ

『平成 2３年８月の運 気
チャンスライン

』


