
冒頭の（今月)…標語

上記の文書は「原子力時代の曙―長岡 半太郎 随筆集」（朝日新聞社）から 抜粋させて頂いた一節…です。

3 月 11 日の東北の震災・災害・過去（阪神の大震災…）の災害など…振り返っても 人間の思惑
おも わく

など なんのその…という感があります。

私たちは…冒頭の一節の様に…自然界の摂理通り…生きて来た…か どうか と 再度 確認しながら…生き直す 時に来ているのでしょう。

自然と共に…などと 穿
う が

った考えでなく もっと謙虚に…地球という大きな器の中で…他種多様の生き物・他の生命
い の ち

と共にある事…。

いかに 大切に 次世代へと 繋げていけるのか を …。「自然とは 祖先から 譲り受けたものではなく…子孫から借りている」と 言う言葉通り…に。

「すべては 神仏
か み

さまからの 預かりもの…」だと 言うこと 忘れずに…生まれて来た意味…や ご自分の役目…無事! 遂行! できます様に…祈ります。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* まだまだ…まだまだ ですね。今

何歳…ですか?折れて曲がっている方も

お子さんや孫まで…いらっしゃるのに…

ご自分しかない…いえ一家の安泰…しか

ないのですよね。その一家が守れていて

も…何の感謝もない…そんなご自分には

気づけない…のですね。そんな人生を…

望んで…描いて…生まれて来た…だから

これでいい…のですか?生きている意味

今世での役目や約束事…全て忘れていて

も確かに時は過ぎていきます。悲しい事

全般* 何事もなく…時は流れ 月日は過ぎ

それでいい…なら 何も言うことない…の

ですが 平穏無事…なんて言葉は そんな

為にある…のじゃなく ご自分たちが重ね

る・積む・から 辛うじて保てる…のです

でも…限界…は 来ます。積んでない運気

あなたの努力を 欠落させたなら…あなた

だけじゃなく あなたの生き方 を見つめ

ている方…（例えばお子さん…や社員の方）

その方たちの 生き方に 歪
ゆが

みや 緩
ゆる

みが

生じませんか?あなた…が「要」忘れない

全般* 先月にも増して だんだん固まって

来ている…心が 躰が と 感じませんか?

何をそんなに 考える必要が あるのでし

ょうね 全てのことに拘り過ぎ…ですよ

愚にも付かない考えは 休むに似たりです

単なる 言い訳…に過ぎません。しゃんと

しませんか そうして人生…ご自分の考え

に終始して 終わらせていい…のでしょう

か この世に生まれて来る時…何を誓った

のでしょうね。きっと「誰の為…」手を

貸し・助け・するため だったはず…です

全般* 何も感じないって…鈍感 ではなく

何も考えたくない…だけじゃないのでし

ょうか 大切なこと…しっかり吸収出来て

いれば 何も全てが必要ではないはずです

あなたの気づきの数だけ…人生 広がる…

のですからね ゆっくりと じっくりと心

に染みこませて下さっても 結構ですから

急がなければいけない時…発破 かけます

為せばなる…やるときゃやる!…でいい…

のでしょう?ね。社会に対しても仕事にも

ご自分の範疇
はんちゅう

をわきまえていればいい!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 日頃使わない筋肉や 心の幅を…

ちょッと 動かして見て…どう!?でした

でしょうか 鈍っている ご自分の躰・心

感じ ましたか 全てのことに…常に神経

を張って生きて行ければ…なんて事ない

と 感じて欲しい…です。この後の人生

のため 少しずつ…でも良いから 鍛えて

みませんか 寝て・起きて・ただ働いて

心の向きや 感受性 をも無視して生きて

いては 生まれて来た意味や 生きている

そのことすら虚しい…未だ間に合うから

全般* 難しい!?運気!?です。環境や感性

が かなりの影響力を持っています。人間

の原点は 育った環境が 大きく影響する

ものです。でも…社会人として 働き出す

と その組織の中で多少の理不尽さをも…

耐えて・和して・共に生きる そのこと…

学びます。俗に言う「角が取れる」こと

新しい環境の中で体験した…事象は…更

なる 大きな力で ご自身に影響を与え…

あなたを変えるのです…あなたに その

「人の飯 喰う…」という体験有り?ます

全般*「力は使い果たさないと増えない」

全てのことは 全力で 乗り越えてこそ…

思いがけないこと…が 起きる。奇跡は…

そうした生き方の出来ている人に起こる

「奇跡」を見せてから…絞る?絞ろうと…

お考えの…神仏
か み

さまも…いらっしゃる…

のでしょうけれど…危ない!?ですよね…

神仏さまのお手を煩わさずに…実行を…

心掛けて下さいませ。仕事・教育・昔の

ままのやり方では 通用しない…時代です

全てのことに 変化・変わり目・の時です

全般* 躰を動かさないと 頭も動かない…

先月の言葉…しっかり守っています。ね!

そう!そう来なくっちゃ…あなた らしく

輝けない…でしょう。あなたが あなたと

して 生きるから 周りも引き込まれて…

運気が動き出す!のですよ 一家の・会社

の ・関わりの・あなたを取り巻く全てに

良き光が 輝き出す…それを体験出来る

なんて ステキな事 ですよね。どれだけ

の 信頼関係を 築けている…か の 点検

だって可能なんですから 頑張り甲斐が!!

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 世の中で…いえ この地球上で…

あなたは たったひとり…。あなたと…

言う人間は…ではなく。ひとりぼっち…

という意味 です。いえ家族は…います

例えば 結婚してる・していなくても…

両親・兄弟・姉妹・姪・甥・親戚・諸々

の…者が…いる。と いえおひとりさま

です 見栄を張って そう! ひとり…が

好き なんです…。それッて 答じゃな

いのですよね。しっかりゆっくり考えて

下さい。人と「和」して いけないだけ

全般* 先月に引き続き…何故か まだまだ

達観のあなた…が 見えます。だって～っ

て…ですか? 幸せの先取りも 引き延ばし

も…せずに 常にそのまま そのままです

あなたが…ひとり暮らし?ならそれもあり

でも いいのでしょうね。ご家族は?これ

が大切です。全体の「萎
しぼ

み…縮
ちぢ

み」にと

お仕事の場…での 障害にも繋がるのです

すべては あなた…だけの問題ではないの

だと 新たに認識…して下さい。頑張れば

いいと言う様な状態も過ぎているのです

全般* あなたが…幸せ!!だと思えること

そのまま続いて行って欲しいこと それを

しっかりと 継続させましょうね。その為

必要な覚悟?は…していますか?あなたが

「要」です。忘れないで下さい。どうす

れば 守れるか・守りつづけられるのか…

の 認識が あなたに 一家の主に そして

全体に…と 繋げて下さい きっと何時か

ご夫婦…ふたりっきりの日が 来るのです

その日を…胸に描いて そっと「巣立ち」

見つめて・見守っていくのです。頑張れ

全般* 何か…少し違う? 考え方? 生き方?

間違ってない…のに 伝わらない…のは…

「後 見よそわか」折角の思いも 後少し

詰める もう少し 踏み込んで…みる事で

きっと 理解 出来る。あなたも 相手も

です。あなたの場合は 人様には 少し位

「お節介…」な方が伝わる?のかも…引か

ない 押す…と 考えて下さい。あなたも

「もう一言 言ってくれたら…」と思って

いる様に…相手も「常に不足なんだ」と

思っている!? …のかも 知れませんよね

「自然に人情は 露ほども無い これに抵抗するものは

容赦なく蹴飛ばされる 之に順（したが）うものは恩恵に浴する」

『23 年９月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* まだまだ…まだまだ ですね。

今何歳…ですか?

折れて曲がっている方もお子さんや

孫まで…いらっしゃるのに…ご自分しかない…

いえ一家の安泰…しかないのですよね。

その一家が守れていても…何の感謝もない…

そんなご自分には気づけない…のですね。

そんな人生を…望んで…描いて…

生まれて来た…だから

これでいい…のですか?

生きている意味

今世での役目や約束事…

全て忘れていても

確かに時は過ぎていきます。

悲しい事

『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 何事もなく…時は流れ

月日は過ぎそれでいい…なら

何も言うことない…のですが

平穏無事…なんて言葉は

そんな為にある…のじゃなく

ご自分たちが重ねる・積む・から

辛うじて保てる…のです

でも…限界…は 来ます。

積んでない運気

あなたの努力を 欠落させたなら…

あなただけじゃなく あなたの生き方 を

見つめている方…（例えばお子さん…や社員の方）

その方たちの 生き方に

歪
ゆが

みや 緩
ゆる

みが 生じませんか?

あなた…が「要」忘れない

『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 先月にも増して

だんだん固まって来ている…

心が 躰が と 感じませんか?

何をそんなに 考える必要が あるのでしょうね

全てのことに拘り過ぎ…ですよ

愚にも付かない考えは 休むに似たりです

単なる 言い訳…に過ぎません。

しゃんとしませんか

そうして人生…ご自分の考えに終始して

終わらせていい…のでしょうか

この世に生まれて来る時…

何を誓ったのでしょうね。

きっと「誰の為…」手を貸し・助け・するため

だったはず…です

『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』



『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 何も感じないって…鈍感 ではなく

何も考えたくない…だけじゃないのでしょうか

大切なこと…しっかり吸収出来ていれば

何も全てが必要ではないはずです

あなたの気づきの数だけ…

人生 広がる…のですからね

ゆっくりと じっくりと 心に染みこませて下さっても

結構ですから急がなければいけない時…

発破 かけます

為せばなる…やるときゃやる!…で

いい…のでしょう?ね。

社会に対しても仕事にも

ご自分の範疇
はんちゅう

をわきまえていればいい!



『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 日頃使わない筋肉や 心の幅を…

ちょッと 動かして見て…どう!?でしたでしょうか

鈍っている ご自分の躰・心感じ ましたか

全てのことに…常に神経を張って生きて行ければ…

なんて事ないと 感じて欲しい…です。

この後の人生のため 少しずつ…でも良いから

鍛えてみませんか

寝て・起きて・ただ働いて心の向きや 感受性 をも

無視して生きていては 生まれて来た意味や

生きているそのことすら

虚しい…未だ間に合うから



『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 難しい!?運気!?です。

環境や感性が かなりの影響力を持っています。

人間の原点は 育った環境が

大きく影響するものです。

でも…社会人として 働き出すと

その組織の中で多少の理不尽さをも…

耐えて・和して・共に生きる

そのこと…学びます。

俗に言う「角が取れる」こと

新しい環境の中で体験した…事象は…

更なる 大きな力で ご自身に影響を与え…

あなたを変えるのです…

あなたに その 「人の飯 喰う…」という

体験 有り?ます



『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般*「力は使い果たさないと増えない」

全てのことは 全力で 乗り越えてこそ …

思いがけないこと…が 起きる。

奇跡は…そうした生き方の出来ている

人に起こる「奇跡」を見せてから…

絞る?絞ろうと…お考えの…神仏
か み

さまも…

いらっしゃる…のでしょうけれど…

危ない!?ですよね…

神仏さまのお手を煩わさずに…

実行を…心掛けて下さいませ。

仕事・教育・昔のままのやり方では

通用しない…時代です

全てのことに 変化・変わり目・の時です



8 月生まれの方

全般* 躰を動かさないと 頭も動かない…

先月の言葉…しっかり守っています。

ね!そう!そう来なくっちゃ…

あなた らしく輝けない…でしょう。

あなたが あなたとして 生きるから

周りも引き込まれて…運気が動き出す!のですよ

一家の・会社の ・関わりの・あなたを取り巻く

全てに良き光が 輝き出す…

それを体験出来るなんて ステキな事 ですよね。

どれだけの 信頼関係を 築けている…か の

点検だって可能なんですから

頑張り甲斐が!!

『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 世の中で…いえ この地球上で…

あなたは たったひとり…。

あなたと…言う人間は…ではなく。

ひとりぼっち…という意味 です。

いえ家族は…います

例えば 結婚してる・していなくても…

両親・兄弟・姉妹・姪・甥・親戚・

諸々の…者が…いる。と

いえおひとりさまです

見栄を張って そう! ひとり…が 好き なんです…。

それッて 答じゃないのですよね。

しっかりゆっくり考えて下さい。

人と「和」して いけないだけ

『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 先月に引き続き…

何故か まだまだ達観のあなた…が 見えます。

だって～って…ですか?

幸せの先取りも 引き延ばしも…せずに

常にそのまま そのままです

あなたが…ひとり暮らし?なら

それもありでも いいのでしょうね。

ご家族は?これが大切です。

全体の「萎
しぼ

み…縮
ちぢ

み」にと

お仕事の場…での 障害にも繋がるのです

すべては あなた…だけの問題ではないのだと

新たに認識…して下さい。

頑張ればいいと言う様な状態も

過ぎているのです

『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* あなたが…幸せ!!だと思えること

そのまま続いて行って欲しいこと

それをしっかりと 継続させましょうね。

その為必要な覚悟?は…していますか?

あなたが「要」です。忘れないで下さい。

どうすれば 守れるか・守りつづけられるのか…の

認識が あなたに 一家の主に

そして全体に…と 繋げて下さい

きっと何時かご夫婦…

ふたりっきりの日が 来るのです

その日を…胸に描いて

そっと「巣立ち」見つめて・見守っていくのです。

頑張れ

『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 何か…少し違う? 考え方? 生き方?

間違ってない…のに 伝わらない…のは…

「後 見よそわか」折角の思いも 後少し 詰める

もう少し 踏み込んで…みる事で

きっと 理解 出来る。あなたも 相手もです。

あなたの場合は

人様には 少し位「お節介…」な方が

伝わる?のかも…

引かない 押す…と 考えて下さい。

あなたも「もう一言 言ってくれたら…」と

思っている様に…

相手も「常に不足なんだ」と

思っている!? …の かも

知れませんよね

『平成 23 年９月の運 気
チャンスライン

』


