
冒頭の（今月)…標語

あなたの…私の…生命
い の ち

にも 終わりはくるのです。 だから…こそ、この一瞬を大切にして頂きたい…のです。

今、この今…しかない と 分かれば… 一体 何ができるのか? と 考えられる? 考えて…見ませんか

そんな気持を大切にして 日々が送れれば…この世に「生」を受けた意味や…生きていく意味…考えられる…のでしょう。

そう です。生まれてくる時…あなたが望んだこと…心に誓ったこと…この人生で「ご自分と戦う…こと」…その決心を 甦
よみがえ

らせられれば…

それこそ 日々を大切に出来るはず…ですよね。えッ?何を誓ったのか 分からないッて…ですか…確かに…その記憶は…遠のいていますよね

でも…日々 これでいいのか…「誰かの為…」を 忘れてないか 「言い訳は 辞めよう」と…。「奮起…」 だけでも 出来れば…

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* どんなに性根をすえて 関わって

いても 何も分かっていない…ご自分を

発見…。再度 再度 の 発見!?ですよね

分かっていたのに 悔しい!?ですよね～

その悔しさ を バネにして 起死回生…

計れれば…なんて 軽い!?かな 物事の…

本質 重要性 考えなくても生きて来れた

のですよね それを幸せ…だったのか…

不幸せ…だったのか は 答として まだ

出ていませんが とりあえず ご自分の心

を 真
ま

っ新
さら

にして 物事に取り組む…だけ         

全般* 何事もなく…なんて 人生はない…

と お気づきに?…なれました でしょうか

あなた…が 動く そして 変わる…と伝え

ています…が 聞こえていますか 読んで

いますか 人の変化…など アテにせず…

です。ご自分が 選んで 決めて 歩き始め

た「道」です。最初から 最後まで 責任

をもって 進む…のみ です。あなたの歩

き方…生き方を 見て 人が 家族が 付い

て来る…はず…はずでしかない のですが

進んで行きましょう。自身のみ 信じて…

全般* 何も見えない?!何も信じられない

の でしょうか まずはご自分を信じる事

から始めて下さい。あなたにもあったの

ですよ 誰かの為…の「人生が…」それが

身内…でも その為に「一生懸命」の時が

そんなご自分を忘れないでいて下さい。

あなたが忘れても…その方は忘れずに…

いますよ。常にご自分のことしかない…

それは 誰も同じ心です が それがいつか

ご自分に返ってきます。間違いなく戻っ

てくる「運気」と なって 大丈夫…です

全般* どの月生まれにも…あるのですが

物事の選択肢…二分する事…「でも…」

「だけど…」と ご自分の言い分 を 言い

つのる 生き方…。常に何か 一言は 時間

のムダ…そんな隙や 暇がある なら…走

る の です。ご自分の人生…です から

好きに生きたらいい…のですけれど 質問

したなら 従うこと…です。そして真っ直

ぐです。あなたの思うまま進む…こと…

です。指し示される方
ほう

…です。間違えな

ければ…結果は…夢見た通りの人生です

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 真っ直ぐ…と申し上げました 寄

り道 脇道 よそ見?している暇 あります

でしょうか? 御年
おんとし

何歳?に成られますか

どなたにも そんなに 時間は…ない か

と 思われますが お急ぎの人生を よた

よたと 進むのも ご趣味…なら それも

宜しかろう…かと。自分が決めた…通り

この人生を 全うしたい方…のみ。大切

な メッセージと…運気とを 掴んで下さ

いませ。何事にも 終わりは来ること を

肝に据えて…大切に時を刻みたいもの…

全般* そんなに 長い間‥いえ 時間を‥

掛けているほど 悠長に考えていると ‥

成功はおぼつかない‥でしょうね 人生は

生まれ落ちた時から‥始まっているので

すよ 環境が 周りが 等と‥理屈をこねて

いる間に 世界は変わる 変わっていく‥

のですよね。何事にも 時間という 戦い

が待っています。日々のこの一瞬をムダ

にせず 精進‥あるのみ‥です。負けて‥

勝て なんて言っていては‥負けたまま‥

人生終わってしまうかも 頑張れ間に合う

全般* 負けて勝て‥なんて悠長なこと‥

より この今 今が 勝負の時‥だと 常に

前向きで 考えていて下さい。ご自分で‥

ご自身の意志で奪い取る‥ほどの心意気

です。泥まみれに成って でも‥それでも

手に入れる こと です。勝利の美酒は‥

いりません。心からの 笑顔が‥あなたを

強く大きくします。何事にも 負けない‥

そんな ひたむきさが 必要な時‥でしょ

うね でも‥何故か‥心は‥しおれていま

せんか? 根性を出す 機会
チャンス

見逃している?

全般* 後手 後手 ですよね 根性なし‥に

なってしまって…安い とか 高い とか…

良い とか 悪い とかじゃなく そのまま

そのままの 状態を 判断して下さい。そ

れが あなたの判断基準から外れていく…

ことになっているのですよ 何事にも謙虚

に…が この際 一番…です。人様の判断

にお任せ…状態 でいくこと…。あなたの

価値観…少し 横に置いて見て下さい。…

少し外れる 位で 丁度いい のかも です

長いものに巻かれること 鵜呑みではなく

9月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 調子?はどう でしょうか まだ…

戻っていません?のでしょうか 頭の回転

もう 一つ?ですね 中々取り戻せていな

いのでしょうね 心を遊ばせて 余裕を…

持って でも 気持はしっかりと前向きで

少し 難しい 設定…ですが ご家族…連

れ合い 友達（いますか?）談笑…もいい

ですよね 大切なこと…は ご自分の事

一番 分かって頂いている方の…言葉を

大切にする。今は 人様からの忠告を…

真摯
しんし

に聞く それが 早道…なんでしょう

全般* 何か 少し 方向を見失って…いる

様に…思えますが 運気を落とさない様に

仕事運…金運…成長運 どれも大切ですが

何が欠けても 大丈夫…では無くなります

でも もっと 大切な事…「ご自分磨き」

怠っていては…あなたが 生きてこない…

のでは…。この世で存在する意味…を…

再度 確認…して下さい。人の世の垢
あか

に…

まみれて…よぼよぼで ドロドロな あな

た…みえますが…会話も途絶えがちな…

ただひたすら疲れて眠っている だけの…

全般* 何事無く…なんて 人生に望めない

ものです。常に一波乱…あり?な人生を…

乗り切るから…戦えるから…あなた…な

んですよ 忘れないで下さい。ご自分の…

役割を…覚えていますか 今 果たさなけ

れば ならないこと… 一家の調整は あ

なたの 役割だと ご存じ…ですよね。そ

の為の 心掛け…心配り…よもやお忘れで

は しっかり していて下さいね この後も

ずっと続いていくと… 心に留
とど

めていて

下さい。さぁ 今月も 来月も 頑張ろう

全般* 何事も ご自分の 努力無くては…

なし得ない と 言うこと…常に何かを 先

を考えながら 進むこと でしょうね これ

でいい 何てことはない…と 心を引き締

めていて 下さいね。誰かの為…なんて

頑張らなくても 心配りが 行き届いて…

いれば 何の後悔もしなくて済む…のです

勝手な想像を ふくらませて 分かった…

つもり…で いる程 失礼なことはない…

のですよ 何も出来ないし 何の役にも立

たなくて…口先だけじゃ ダメなんですよ

「私たちの生命にも…物事にも、終わりはあります。」宇宙の生命は永遠…ですが

『23年 12月の運 気
チャンスライン

』



   1 月生まれの方   

全般* どんなに性根をすえて 関わっていても

何も分かっていない…ご自分を発見…。

再度 再度 の 発見!?ですよね

分かっていたのに 悔しい!?ですよね～

その悔しさ を バネにして 起死回生…計れれば…

なんて 軽い!?かな

物事の…本質 重要性 考えなくても

生きて来れたのですよね

それを幸せ…だったのか…

不幸せ…だったのか は 答として

まだ出ていませんが

とりあえず ご自分の心を 真
ま

っ新
さ ら

にして

物事に取り組む…だけ

『平成 23 年 12 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…なんて 人生はない…と

お気づきに?…なれました でしょうか

あなた…が 動く そして 変わる…と

伝えています…が

聞こえていますか 読んでいますか

人の変化…など アテにせず…です。

ご自分が 選んで 決めて

歩き始めた「道」です。

最初から 最後まで 責任をもって

進む…のみ です。

あなたの歩き方…生き方を 見て

人が 家族が 付いて来る…はず…

はずでしかない のですが

進んで行きましょう。

自身のみ 信じて…

『平成 23 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



  3 月生まれの方   

全般* 何も見えない?!

何も信じられないの でしょうか

まずはご自分を信じる事から始めて下さい。

あなたにもあったのですよ

誰かの為…の「人生が…」

それが身内…でも

その為に「一生懸命」の時が

そんなご自分を忘れないでいて下さい。

あなたが忘れても…その方は忘れずに…いますよ。

常にご自分のことしかない…

それは 誰も同じ心です が

それがいつかご自分に返ってきます。

間違いなく戻ってくる

「運気」と なって 大丈夫…です

『平成 23 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 23 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

  4 月生まれの方   

全般* どの月生まれにも…あるのですが

物事の選択肢…二分する事…

「でも…」「だけど…」と ご自分の言い分 を

言いつのる 生き方…。

常に何か 一言は 時間のムダ…

そんな隙や 暇がある なら…走る の です。

ご自分の人生…です から

好きに生きたらいい…のですけれど

質問したなら 従うこと…です。

そして真っ直ぐです。

あなたの思うまま進む…こと…です。

指し示される方
ほ う

…です。

間違えなければ…結果は…

夢見た通りの人生です



『平成 23 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

  5 月生まれの方   

全般* 真っ直ぐ…と申し上げました

寄り道 脇道 よそ見?している暇

ありますでしょうか? 

御年
お んと し

何歳?に成られますか

どなたにも そんなに 時間は…ない か と

思われますが お急ぎの人生を

よたよたと 進むのも ご趣味…なら

それも宜しかろう…かと。

自分が決めた…通り

この人生を 全うしたい方…のみ。

大切な メッセージと…運気とを

掴んで下さいませ。

何事にも 終わりは来ること を

肝に据えて…大切に時を刻みたいもの…



『平成 23 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

   6 月生まれの方   

全般* そんなに 長い間‥いえ 時間を‥

掛けているほど 悠長に考えていると ‥

成功はおぼつかない‥でしょうね

人生は 生まれ落ちた時から‥始まっているのですよ

環境が 周りが 等と‥理屈をこねている間に

世界は変わる 変わっていく‥のですよね。

何事にも 時間という 戦いが待っています。

日々のこの一瞬をムダにせず

精進‥あるのみ‥です。

負けて‥勝て なんて言っていては‥

負けたまま‥人生終わってしまうかも

頑張れ間に合う



『平成 23 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

   7 月生まれの方   

全般* 負けて勝て‥なんて悠長なこと‥より

この今 今が 勝負の時‥だと

常に前向きで 考えていて下さい。

ご自分で‥ご自身の意志で奪い取る‥

ほどの心意気です。

泥まみれに成って でも‥そ

れでも手に入れる こと です。

勝利の美酒は‥いりません。

心からの 笑顔が‥あなたを強く大きくします。

何事にも 負けない‥

そんな ひたむきさが 必要な時‥でしょうね

でも‥何故か‥心は‥しおれていませんか?

根性を出す 機会
チ ャンス

見逃している?



   8 月生まれの方   

全般* 後手 後手 ですよね

根性なし‥になってしまって…

安い とか 高い とか…

良い とか 悪い とかじゃなく

そのままそのままの 状態を 判断して下さい。

それが あなたの判断基準から

外れていく…ことになっているのですよ

何事にも謙虚に…が この際 一番…です。

人様の判断にお任せ…状態 でいくこと…。

あなたの価値観…少し 横に置いて見て下さい。

…少し外れる 位で 丁度いい のかも です

長いものに巻かれること

鵜呑みではなく

『平成 23 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



  9 月生まれの方   

全般* 調子?はどう でしょうか

まだ…戻っていません?のでしょうか

頭の回転もう 一つ?ですね

中々取り戻せていないのでしょうね

心を遊ばせて 余裕を…持って

でも 気持はしっかりと前向きで

少し 難しい 設定…ですが

ご家族…連れ合い 友達（いますか?）

談笑…もいいですよね

大切なこと…は ご自分の事

一番 分かって頂いている方の…

言葉を大切にする。

今は 人様からの忠告を…真摯
し ん し

に聞く

それが 早道…なんでしょう

『平成 23 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



   10 月生まれの方   

全般* 何か 少し 方向を見失って…いる様に…

思えますが 運気を落とさない様に

仕事運…金運…成長運

どれも大切ですが何が欠けても

大丈夫…では無くなります

でも もっと 大切な事…

「ご自分磨き」怠っていては…

あなたが 生きてこない…のでは…。

この世で存在する意味…を…

再度 確認…して下さい。

人の世の垢
あか

に…まみれて…

よぼよぼで ドロドロな あなた…

みえますが…会話も途絶えがちな…

ただひたすら疲れて

眠っている だけの…

『平成 23 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



   11 月生まれの方   

全般* 何事無く…なんて 人生に

望めないものです。

常に一波乱…あり?な人生を…乗り切るから…

戦えるから…あなた…なんですよ

忘れないで下さい。

ご自分の…役割を…覚えていますか

今 果たさなければ ならないこと…

一家の調整は あなたの 役割だと ご存じ…ですよね。

その為の 心掛け…心配り…

よもやお忘れでは しっかり していて下さいね

この後もずっと続いていくと…

心に留
と ど

めていて下さい。

さぁ 今月も 来月も 頑張ろう

『平成 23 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



   12 月生まれの方   

全般* 何事も ご自分の 努力無くては…

なし得ない と 言うこと…

常に何かを 先を考えながら

進むこと でしょうね

これでいい 何てことはない…と

心を引き締めていて 下さいね。

誰かの為…なんて頑張らなくても

心配りが 行き届いて…いれば

何の後悔もしなくて済む…のです

勝手な想像を ふくらませて

分かった…つもり…で いる程

失礼なことはない…のですよ

何も出来ないし

何の役にも立たなくて…

口先だけじゃ ダメなんですよ

『平成 23 年 12 月の運 気
チャンスライン

』


