「目標は・夢は・と…しゃべりまくれ!!」話すから

言葉にするから叶う。

チャンスライン

『23 年 11 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* あなたに「夢」…は あります… 全般*「あなたが望めば…戦争は終わる」

全般* 心の中…ご自分の内側…とても…

全般* 少しずつ…何か 形にしなくっちゃ

でしょうか その夢を形にする努力…を ジョン・レノンのポスターに掲げる平和

大切ですが 入り込まない 入り過ぎない

どんなに善いことも…独り占め?じゃ 何

していますか ただ 日々が過ぎていく…

への願い…です。あなたの胸にも掲げて

ことです 考えたからとて「変われる…」

の役にも立たないって ご存じ? ですよね

なんて悲しい人生じゃないでしょう…ね

先ずご自分から…変わる 変わって見せる

欲しい言葉「一家の安泰・家内安全」…

という事には 繋がらないでしょう 背筋

心に描けて…その端っこでも 掴めてい あなた…次第だと思えます。「要」…で

伸ばして…顔を上げ…笑顔 です。溢れん

ご自分の生き方や生き様が…他人にどれ

て それでも精進 出来ていない とした ある あなたの心掛け次第でしょう 全て

ばかりの笑顔…そして敏捷に動ける体制

だけの影響を与えられているのかが 分か

なら 人生を真剣に考えて…戦ってない は あなたの手で…と 心に拍車を掛けて

心も 躰もです。とっさの時…手が出る…

れば…思うことも考えていることも 生き

ことになります。もしあなたが一家の…

こぼ

少し…笑顔を増やしてみませんか? 笑顔

心が働く…こればっかりは 経験…しか

方にも変化が 現れますよね…だから新し

「要」なら…少し 恐い ですね ご自分 には 笑顔が 返ってくるはず…沢山の方

ない そんな場面に遭遇するには…人様と

い?一歩を 踏み出すのです あなたに心の

の心と…向き合って下さい。ホンの少し

に広がる笑顔で…過ごせたなら…あなた

の出逢いや お付き合いを大切にするしか

支えがあるなら…後押しして下さるはず

の心のブレ…でも 大きな「穴」になる?

の「考えすぎ… 」が少しは変わるかも!?

ないでしょうね 全てに気合いを入れて…

それが どなたかに大きな影響を与える!!

５月生まれ

６月生まれ

７月生まれ

８月生まれ

全般* 前進…があっても 少し位だと… 全般* 何かのキッカケで…先が見え?て…

全般* まだまだ ウジウジの方も 吹っ切

全般* 人生の最終‥先月書きました 続き

足踏みでしかない 大きく動くから変化 来た と 思えることありませんでしょう

れなくても 日は過ぎて行きます。何故…

心残り無く‥なんて夢‥かも知れません

というのです。ここ何年か…足踏み状態

か 積んできた「運」「誰かのため…」と

か 誰にも 逢いたくない…どんな 変化に

が 思いッ切り・想いっきり 為残す事…

だった方…進んでも なぜか又 後戻り…

頑張れたご自分…振り返れば…すべては

も 対応したくなく…ても 何か 小さな…

なく 心残り無く と言うことは 陰・陽・

ご自分の人生と同じ…じゃ意味ないのに

ご自分の為…でしか なかった事 それで

目標でも…掲げれば 脱出…出来るのかも

上・下・前・後・左・右・善・悪 等の‥

日々何かを模索し反省していても行動に

も 気づければ…せめて気づくようだと…

手を差し出して下さる方に 逢いにいきま

対象・他にも? 数え切れない程‥きっと

移せなければ 動かなければ 前進…では

未だ…ひょっとすれば…と 思えるのです

しょうよね その手立ては…ご自分がする

ある‥のでしょうね 片方で 終わること

ないのです 何方にも24時間…神仏さま が この期に及んでも…先も読めなければ

のです。勇気を振るって 手を伸ばせば‥

なく「現実の成功・そして 心の充足感」

か み

チャンス

しのこ

は 全ての方に平等…どんなに頑張って 行く末にも 想いを馳せられない様では…

「運気」だって 「機会」だって 掴まえ

ご自身の心や躰 だけじゃなく 他への…

いても同じ時間を過ごしているはずです

昔…テレビ番組のセリフにありましたねェ

られる 何でも出来る方です そうやって

心配り…今 変化の「機会」が!?動き…

「人間じゃねェ～叩き切ってやる～」って

生きて来た方です。これからも そうです

出しています お互いの「運」の為 にです

１１月生まれ

１２月生まれ

しぼ

心 萎ませている時じゃないはず ですが

9 月生まれ

１０月生まれ

チャンス

全般* 最近…ご自分の心や躰…調子は?

全般* 一難 去って 又 一難? なんて事…

全般*「要」の役目…再度 ご自身で 確認

全般* 頑張っている。つもり…ですよね

如何でしょうか 精神状態は ご本人より

に なりかねない 状態?を呼び込んで?…

全ての事…上手くいく様に という心遣い

そう…よく頑張った…と 褒めて上げたい

周りの方が…良く分かる? かも 何か… しまったのでしょうか ご自分が変わらな

が 少し? 足りない 様な気が…しますが

あなた…なら「あの程度で…」頑張った

もう一つ スッキリしない みたいですが

ければ と 伝えていても 聞きたくない

如何 でしょうか「家内安全」は とても

の ですね。例えば 百％ でも中身の濃い

心や躰の不調は家庭や仕事に大きく影響

頑張っている のに…と大切な「言葉」を

大切…だと 思われるなら その言葉に…

100…も有れば ちょッと薄めの100もある

する…はず ですよね 乗らない・乗れな

無視…。その結果が出てくる? 全ては…

伴った行動を それこそが「要」の役目…

あなたの 背～ 一杯 は これだけ?って…

ご自分から…なんですよ お分かり?です

です。家族が同じ方を向く そんなステキ

結果かも…と考えて下さい。例えば100㌔

気づくことなく 日々が過ぎているなら ね 先月の「接心」で 頂いた 聞かされた

な 変化をお望みなら 会話も…笑顔も…

軽々と持てる人…50㌔が限度の人…能力

ちょッと 恐い!? 崩れていく・潰れてい

ご自分への答えにご不満ですか 心の成長

含めて ご自分から率先して…弾けて見て

の「差」はそれぞれ…です が ご自分の

く?ことに慣れ?てしまって…こんなもの

が止まってしまった…のですか「ご自分

下さい。笑顔の向こうには 笑顔…辛い事

実力を知る その事も大切…ダメだと言って

だと 座り込まないで下さい 能力発揮を!?

と戦うため生まれて来た事」忘れないでね

悲しい事 苦しみさえも…笑顔で消える!?

いるのじゃない己を知る事を伝えているのです

はぎし

い ご自分に歯軋り…でしょうか いえ…

冒頭の（今月)…標語
あなたの…夢は…何でしょうか? 心に秘めた 思い・想い は 何でしょうね。叶えたい夢…心に描ける夢…普段から そのこと「話しています」か…
誰彼なく…しゃべりまくってください。話して 話して…それでも話したくなるほどの想い…言い続けるから…努力する自分が出来る…のです。
言い続け 話し続けて居れば…ご自身が 逃げ出せなくなるもの…です。「夢」は逃げないし 消えない ものです。逃げるのはあなた…いつもご自分…です。
話し続け…努力し 続けられれば…それが 成功する道へと繋がり…その努力の結果が…夢の実現へ…夢が叶うことへと…
私たち「人間が想像出来ること…」なら どんなことでも不可能はない…叶う!! ほんの些細な…「夢」でも 「目標」でも…持ち続けられれば…。
努力しているのに…などと 拘らずに その努力すら楽しめれば… もし 夢の途中で…人生が終わっても…本望じゃ ないでしょうか

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

1 月生まれの方
全般* あなたに「夢」…は あります…でしょうか
その夢を形にする努力…をしていますか
ただ 日々が過ぎていく…
なんて悲しい人生じゃないでしょう…ね
心に描けて…その端っこでも 掴めていて
それでも精進 出来ていない としたなら
人生を真剣に考えて…戦ってないことになります。
もしあなたが一家の…「要」なら…
少し 恐い ですね
ご自分の心と…向き合って下さい。
ホンの少しの心のブレ…でも
大きな「穴」になる?

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

2 月生まれの方
全般*「あなたが望めば…戦争は終わる」
ジョン・レノンのポスターに掲げる
平和への願い…です。
あなたの胸にも掲げて欲しい言葉
「一家の安泰・家内安全」…
あなた…次第だと思えます。
「要」…である あなたの心掛け次第でしょう
全ては あなたの手で…と
心に拍車を掛けて
少し…笑顔を増やしてみませんか?
笑顔には 笑顔が 返ってくるはず…
沢山の方に広がる笑顔で…過ごせたなら…
あなたの「考えすぎ… 」が
少しは変わるかも!?

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

3 月生まれの方
全般* 心の中…ご自分の内側…
とても…大切ですが
入り込まない 入り過ぎない ことです
考えたからとて「変われる…」という事には
繋がらないでしょう
背筋伸ばして…顔を上げ…笑顔 です。
こぼ

溢れんばかりの笑顔…
そして敏捷に動ける体制心も 躰もです。
とっさの時…手が出る…心が働く…
こればっかりは 経験…しかない
そんな場面に遭遇するには…
人様との出逢いや お付き合いを
大切にするしかないでしょうね
全てに気合いを入れて…

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

4 月生まれの方
全般* 少しずつ…何か 形にしなくっちゃ
どんなに善いことも…独り占め?じゃ
何の役にも立たないって ご存じ? ですよね
先ずご自分から…変わる 変わって見せる
ご自分の生き方や生き様が…
他人にどれだけの影響を与えられているのかが
分かれば…思うことも考えていることも
生き方にも変化が 現れますよね…
だから新しい?一歩を 踏み出すのです
あなたに心の支えがあるなら…
後押しして下さるはず
それが どなたかに大きな影響を与える!!

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

5 月生まれの方
全般* 前進…があっても 少し位だと…
足踏みでしかない
大きく動くから変化というのです。
ここ何年か…足踏み状態だった方…
進んでも なぜか又 後戻り…
ご自分の人生と同じ…じゃ意味ないのに
日々何かを模索し反省していても
行動に移せなければ 動かなければ
前進…ではないのです
か み

何方にも 24 時間…神仏さまは
全ての方に平等…どんなに頑張っていても
同じ時間を過ごしているはずです
しぼ

心 萎ませている時じゃないはず ですが

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

6 月生まれの方
全般* 何かのキッカケで…
先が見え?て…来た と 思えることありませんでしょうか
積んできた「運」「誰かのため…」と
頑張れたご自分…振り返れば…
すべてはご自分の為…でしか なかった事
それでも 気づければ…
せめて気づくようだと…
未だ…ひょっとすれば…と 思えるのですが
この期に及んでも…先も読めなければ
行く末にも 想いを馳せられない様では…
昔…テレビ番組のセリフにありましたねェ
「人間じゃねェ～叩き切ってやる～」って

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

7 月生まれの方
全般* まだまだ ウジウジの方も 吹っ切れなくても
日は過ぎて行きます。
何故…か 誰にも 逢いたくない…
どんな 変化にも 対応したくなく…ても
何か 小さな…目標でも…掲げれば
脱出…出来るのかも
手を差し出して下さる方に 逢いにいきましょうよね
その手立ては…ご自分がするのです。
勇気を振るって 手を伸ばせば‥
チ ャ ンス

「運気」だって 「機会」だって 掴まえられる
何でも出来る方です
そうやって 生きて来た方です。
これからも そうです

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

8 月生まれの方
全般* 人生の最終‥先月書きました
続き心残り無く‥なんて夢‥かも知れませんが
し の こ

思いッ切り・想いっきり 為残す事…なく
心残り無く と言うことは
陰・陽・上・下・前・後・左・右・善・悪 等の‥
対象・他にも? 数え切れない程‥
きっとある‥のでしょうね
片方で 終わることなく
「現実の成功・そして 心の充足感」
ご自身の心や躰 だけじゃなく
他への…心配り…今
チ ャ ンス

変化の「機会」が!?動き…出しています
お互いの「運」の為 にです

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

9 月生まれの方
全般* 最近…ご自分の心や躰…
調子は?如何でしょうか
精神状態は ご本人より周りの方が…
良く分かる? かも
何か…もう一つ スッキリしない みたいですが
心や躰の不調は家庭や仕事に
大きく影響する…はず ですよね
は ぎ し

乗らない・乗れない ご自分に歯軋り…でしょうか
いえ…気づくことなく 日々が過ぎているなら
ちょッと 恐い!? 崩れていく・潰れていく?ことに
慣れ?てしまって…
こんなものだと 座り込まないで下さい
能力発揮を!?

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

10 月生まれの方
全般* 一難 去って 又 一難?
なんて事…に なりかねない 状態?を
呼び込んで?…しまったのでしょうか
ご自分が変わらなければ と 伝えていても
聞きたくない 頑張っている のに…と
大切な「言葉」を無視…。
その結果が出てくる?
全ては…ご自分から…なんですよ
お分かり?ですね
先月の「接心」で 頂いた 聞かされた
ご自分への答えにご不満ですか
心の成長が止まってしまった…のですか
「ご自分と戦うため生まれて来た事」
忘れないでね

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

11 月生まれの方
全般* 「要」の役目…再度 ご自身で 確認
全ての事…上手くいく様に という心遣いが
少し? 足りない 様な気が…しますが
如何 でしょうか
「家内安全」は とても大切…だと 思われるなら
その言葉に…伴った行動を
それこそが「要」の役目…です。
家族が同じ方を向く そんなステキな
変化をお望みなら
会話も…笑顔も…含めて
ご自分から率先して…弾けて見て下さい。
笑顔の向こうには 笑顔…
辛い事悲しい事 苦しみさえも…
笑顔で消える!?

チャンスライン

『平成 23 年 11 月の 運 気 』

12 月生まれの方
全般* 頑張っている。つもり…ですよね
そう…よく頑張った…と 褒めて上げたい
あなた…なら「あの程度で…」頑張ったの ですね。
例えば 百％ でも
中身の濃い 100…も有れば
ちょッと薄めの 100 もある
あなたの 背～ 一杯 は これだけ?って…
結果かも…と考えて下さい。
例えば 100 ㌔軽々と持てる人…
50 ㌔が限度の人…能力の「差」は
それぞれ…です が
ご自分の実力を知る その事も大切…
ダメだと言っているのじゃない
己を知る事を伝えているのです

