
冒頭の（今月)…標語

「碧巌録」仏書。十巻。宋
そう

の仏果圓
えん

悟
ご

禅師が政和年間、湖北荊州の霊泉院に住した時、雪
せっ

ちょう禅師の撰した一百則の頌古集を

垂示・評唱・著語したのを門人が編んで一書としたもの。題名は霊泉院の室に碧巌の「扁額」があったのによる。禅門 特に臨済宗で重視した碧巌集。

(上記は 広辞苑第一版より抜粋) ポジティブな発想を行動に移そう…。間髪を入れず を 善しとすること。「是」という文字には 善・可・正の意味。然諾 (承諾・承知) 肯定の意味や

どんな場合でも 躊躇せず決断する。電光石火のごとく即座に回答するという内容が含まれています。また 承諾・承知 する 意味もあり

肯定的であるという事は 物事とを 素直に受け入れる事が出来るのです。「人に優しくありたい」という 純真で善良な心は誰にでもあるもの

瞬間的に善いと思ったこと 何の見返りも 期待せずサッと 実行するには 自分の心の中に 何の邪念も企みもなく「是」の意義のみあれば…よいのです。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 相変わらず…いえ 変わって頂き

たい…ものですが ご自分の中身…外見

も 含めてですが 何か変化を期待します

身ぐるみ剥げば…素のあなたをご自身が

認識することが出来れば 見つめ直せれ

ば…きっと 少々の変化が…あるやも…

それが ささやかな ひそかな 期待でも

望みでも…託して見たいもの …ですが

何を重ね 何を思い 何が出来るのか…

その為に 成すべきこと…はと 際限なく

行きつ 戻りつの禅問答…繰り返し です

全般* ゆっくり ゆったり…そんな言葉…

耳に入る 聞こえ ます でしょうか あな

たが 要…です。常にお伝えしている通り

ですが…。何らかの変化?感じられます…

あなたが変われなければ…家内安全は…

おぼつかない…のすが ご自分の拘り…に

終始し 大切な何かを見失って いません

でしょうか 氣に掛かる…こと 書けば…

きりがない それ位…いえ それ以上大変

でしょうね でも 根を上げず あなた…は

あなたらしく いて欲しいからの忠告です

全般* いろいろ…考えさせられる事…が

起きています? 気づきの数だけ…の試練
レッスン

でしょうか あなたの心が澄んでいれば…

大切な時に…大切な事…聞こえています

そう!!です 聞こえていますよね 少し…

ずつ…ですが 聞こえ?出しました よね…

そのまま…そのまま ゆっくりと前を向く

そして 指し示されるまま…歩くのです

信じているのなら…ですが きっと行き着

きます。あなたの 頭の・心の中の「夢」

実現…させる方向に 向いているのですよ

全般* ゆっくりと じっくりと 心に広が

ること 抱
だ

き抱
かか

え 大切にして いて下さい

あなた…だけじゃなく 周りにもそんな…

思い・想い 広げて 伝えて 幸せの伝播…

同じ様に大切に出来れば…嬉しいですね

大丈夫!!です。先ずあなた そしてご家族

あなたご自身が大切にすること…から…

はじめましょう 幸せは…笑顔から…です

でしたよね 忘れなければ…変わります

ゆっくりと じっくりと…でいいのですか

らね ご両家のご家族を大切にして…下さいね

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* ご自分を 認識 し 始めましたか?

基本は 己を知る…その事から 全ては

始まるのです。「敵を知る」その前に…

です。ご自身の弱点…誰もがそうですが

買い被っているから「穴」に嵌
はま

る…の

です。世の中の事・他人の事…理解出来

たり 分かったり…とは 難しいと ご存

じでも ご自分の事は…分かっている…

と それは 「つもり…」でしかないのに

その「つもり…」を 捨て 謙虚に再確認

して見て下さい 新しいあなたを知る為!

全般* 常に「ご自分中心主義」でしたね

心の中で「こうでなくっちゃ…」なんて

決め事が 充満して…その矛先は…何処
いずこ

へ

向いていた…のでしょう?全てのものは…

最終…元に戻ってきます。そう あなたの

処に戻ってくる…のです。今 あなたの…

年齢?ポジション?によっては…ダメージ

がキツイ?はず…です が 平気な顔して…

暮らせていますでしょうか?それこそが…

「お陰さま」以外の何物でもないはず…

です。それを問われれば?「感謝」ですよね

全般* 先月の「警告」?どう受け止めたか

で…今月 みごとに復帰…出来たはずです

が どうでしたでしょうか 何か 多少でも

手がかりを 掴めましたか? あなたの好き

に生きればいい なんて…言い捨てられ…

ない様に…そして「使命」を 忘れない…

様に…人生はご自分で ご自分の運気を…

動かし ご自分で努力して ご自分で立ち

上がらないと…状況は変わらない のです

与えられたものを消化するそれが 試練
レッスン

です。そのままが良ければどうぞそのままで…

全般* 人生の最終に 一体何があるのか…

どう あって欲しいのか…再度ご自身に…

問うて見て下さい。生き方…が 違う…

とは 感じませんか ご自身の置かれてい

る 環境にもよりますが いえその環境…

そのものも あなたが醸し出して来た…物

どう有りたい…のか なんて 遅きに達し

ているのでしょうけれど 最後の最後に…

何を思って…何に導かれて…何処へ…と

流れていくのか…きっと誰にも分からな

い事ですが だからこそ とても大切です

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 常に頭の中・心の中に あるのは

何なんですか この世の中は人と人…の

関わりで占められている…と 理解出来

て いますか。その関わりを外れては…

何事も成り立たない…と それも理解し

ていますか?こんな子供じみた質問…が

必要な位…あなたは何かを取り違えて…

一人歩き…していると 気づいて下さい

例えば人ッ子一人いないジャングルで…

暮らしていても…自然の猛威は避けられ

ない様に…思い通りには行かない事ある

全般*ご自分にとって大切なものを忘れて

生きていても…時は流れて…刻々と終末

へ…人生で あなたが戦う相手を…ご存じ

ですよね?そうです 私たちは「自分と戦

うため」生まれて来た…のでしたよね…

それさえ忘れなければ…答えにつながる

はず…です。賢いあなた…が 心の・頭の

奥に潜ませた「アホ」をひっぱり出して

周りをも 惑わせてどうする?のですか…

こう書いて来て…動き出した あなたを

キヤッチしました。良かった!!頑張れです

全般* ご自身の心の中に…ある願いを…

ご本人すら気づかないもの…なのですが

一度 確認…して見て下さい。あなたと…

そして ご家族のこれからかも知れません

が…同じ思いで…綴る・綴れるか どうか

幸せ絵巻?かな ご夫妻で同じ方…向けて

いますでしょうか ご家族で ご兄弟で…

姉妹で…全て…とは申しませんが 常に…

方向を 同じにしていなければ「船」は

大海へと漕ぎ出せません 「家内安全号」

として…更なる発展を願っていて下さい

全般* 先月に引き続き…です。未だ未だ

何かが 欠落…している様です。ご自分の

思い込み…かも分からない 拘りでしょう

何故?そんなに頑なに 拘るのか ご自分へ

も…でしょうか? あなたは…飛ばして誰

でもいい 何かに拘りたい のでしょうか

ご自身の心に 何も 入ってこなくなり…

自己の持てる力
パワー

…のみで勝負ッて事に

無謀です。人は 柔らかさ・優しさにのみ

引きつけられるもの 沢山あります。先月

書きましたが 後一押し も 足りません

「是
ぜ

」『碧
へき

巌録
が んろ く

』第三十八則より。電光石火の承諾。間髪入れずに を 善しと すること。

『23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 相変わらず…いえ 変わって

頂きたい…ものですが

ご自分の中身…外見も 含めてですが

何か変化を期待します

身ぐるみ剥げば…素のあなたを

ご自身が認識することが出来れば

見つめ直せれば…

きっと 少々の変化が…あるやも…

それが ささやかな ひそかな 期待でも望みでも…

託して見たいもの …ですが

何を重ね 何を思い 何が出来るのか…

その為に 成すべきこと…はと

際限なく行きつ 戻りつの

禅問答…繰り返し です

『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* ゆっくり ゆったり…

そんな言葉…耳に入る 聞こえ ます でしょうか

あなたが 要…です。

常にお伝えしている通りですが…。

何らかの変化?感じられます…

あなたが変われなければ…

家内安全は…おぼつかない…のすが

ご自分の拘り…に終始し 大切な何かを

見失って いませんでしょうか

氣に掛かる…こと 書けば…きりがない

それ位…いえ それ以上大変でしょうね

でも 根を上げず あなた…は

あなたらしく いて欲しいからの忠告です

『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* いろいろ…考えさせられる事…が

起きています?

気づきの数だけ…の試練
レッスン

でしょうか

あなたの心が澄んでいれば…

大切な時に…大切な事…聞こえています

そう!!です 聞こえていますよね

少し…ずつ…ですが 聞こえ?出しました よね…

そのまま…そのまま ゆっくりと前を向く

そして 指し示されるまま…歩くのです

信じているのなら…ですが きっと行き着きます。

あなたの 頭の・心の中の「夢」実現…させる方向に

向いているのですよ

『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* ゆっくりと じっくりと 心に広がること

抱
だ

き抱
かか

え 大切にして いて下さい

あなた…だけじゃなく 周りにも

そんな…思い・想い 広げて 伝えて

幸せの伝播…同じ様に大切に出来れば…

嬉しいですね

大丈夫!!です。先ずあなた

そしてご家族あなた

ご自身が大切にすること…から…はじめましょう

幸せは…笑顔から…です

でしたよね 忘れなければ…変わります

ゆっくりと じっくりと…でいいのですからね

ご両家のご家族を大切にして…下さいね



『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* ご自分を 認識 し 始めましたか?

基本は 己を知る…

その事から 全ては始まるのです。

「敵を知る」その前に…です。

ご自身の弱点…誰もがそうですが

買い被っているから「穴」に嵌
はま

る…のです。

世の中の事・他人の事…理解出来たり

分かったり…とは 難しいと ご存じでも

ご自分の事は…分かっている…と

それは 「つもり…」でしかないのに

その「つもり…」を 捨て

謙虚に再確認して見て下さい

新しいあなたを知る為!



『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 常に「ご自分中心主義」でしたね

心の中で「こうでなくっちゃ…」

なんて決め事が 充満して…

その矛先は…何処
い ず こ

へ向いていた…のでしょう?

全てのものは…最終…元に戻ってきます。

そう あなたの処に戻ってくる…のです。

今 あなたの…年齢?ポジション?によっては…

ダメージがキツイ?はず…です が

平気な顔して…暮らせていますでしょうか?

それこそが…「お陰さま」以外の

何物でもないはず…です。

それを問われれば?「感謝」ですよね



『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 先月の「警告」?どう受け止めたかで…

今月 みごとに復帰…出来たはずですが

どうでしたでしょうか

何か 多少でも 手がかりを 掴めましたか?

あなたの好きに生きればいい なんて…

言い捨てられ…ない様に…

そして「使命」を 忘れない…様に…

人生はご自分で ご自分の運気を…動かし

ご自分で努力して

ご自分で立ち上がらないと…

状況は変わらない のです

与えられたものを消化する

それが 試練
レッスン

です。

そのままが良ければどうぞそのままで…



8 月生まれの方

全般* 人生の最終に 一体何があるのか…

どう あって欲しいのか…

再度ご自身に…問うて見て下さい。

生き方…が 違う…とは 感じませんか

ご自身の置かれている 環境にもよりますが

いえその環境…そのものも

あなたが醸し出して来た…物

どう有りたい…のか なんて

遅きに達しているのでしょうけれど

最後の最後に…何を思って…

何に導かれて…何処へ…と流れていくのか…

きっと誰にも分からない事ですが

だからこそ とても大切です

『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 常に頭の中・心の中に

あるのは何なんですか

この世の中は人と人…の関わりで

占められている…と 理解出来て いますか。

その関わりを外れては…何事も成り立たない…と

それも理解していますか?

こんな子供じみた質問…が必要な位…

あなたは何かを取り違えて…

一人歩き…していると 気づいて下さい

例えば人ッ子一人いない

ジャングルで…暮らしていても…

自然の猛威は避けられない様に…

思い通りには行かない事ある

『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般*ご自分にとって大切なものを忘れて

生きていても…時は流れて…刻々と終末へ…

人生で あなたが戦う相手を…ご存じですよね?

そうです 私たちは「自分と戦うため」

生まれて来た…のでしたよね…

それさえ忘れなければ…

答えにつながるはず…です。

賢いあなた…が 心の・頭の奥に潜ませた

「アホ」をひっぱり出して

周りをも 惑わせて

どうする?のですか…

こう書いて来て…動き出した

あなたをキャッチしました。

良かった!!頑張れです

『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* ご自身の心の中に…ある願いを…

ご本人すら気づかないもの…なのですが

一度 確認…して見て下さい。

あなたと…そして ご家族の

これからかも知れませんが…

同じ思いで…綴る・綴れるか

どうか幸せ絵巻?かな ご夫妻で同じ方…

向けていますでしょうか

ご家族で ご兄弟で…姉妹で…

全て…とは申しませんが 常に…

方向を 同じにしていなければ

「船」は大海へと漕ぎ出せません

「家内安全号」として…

更なる発展を願っていて下さい

『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 先月に引き続き…です。

未だ未だ何かが 欠落…している様です。

ご自分の思い込み…かも分からない

拘りでしょう

何故?そんなに頑なに 拘るのか

ご自分へも…でしょうか?

あなたは…飛ばして 誰でもいい

何かに拘りたい のでしょうか

ご自身の心に 何も 入ってこなくなり…

自己の持てる力
パワー

…のみで

勝負ッて事に無謀です。

人は 柔らかさ・優しさにのみ

引きつけられるもの 沢山あります。

先月書きましたが

後 一押し も 足りません

『平成 23 年 10 月の運 気
チャンスライン

』


