
冒頭の（今月)…標語

「新年
しんねん

は故年
こね ん

に非
あら

ず」言葉の意味は… 「過ぎ去った時間を取り戻すことは不可能である」と

新しく迎える年は もはや もとの年ではない…あなたが過ごした時間は…去った時間は 取り戻すことは出来ない のです

新しく迎えたこの年こそ!!…「夢」を形… 毎年 心 新たに 思うこと…夢を紡ぐこと…その事も 大切です…が

過ぎ去った時間を取り戻すことは不可能である…と言うこの言葉だからこそ…今 この一瞬を大切に過ごす…

そのことに 想いを馳せ…忘れずに それこそ充実した日々が送れるように…思いを新たにする日に…。

新年の…年の初めに… 毎年何かを誓う…なら 今年こそ! ではなく常に…流れるがごとくごく自然に…呼吸をするように 変われる過ごし方を

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 新しいカレンダーです。あなたの

心のカレンダーも…新しく…なりました

でしょうか…何か失敗しては…気づき…

穴を掘っては嵌
はま

り…よたよた だった年

が 終わり新しい年を迎えたから…とて

何かが 変わったりは しないのですが…

時間が増える 訳でもないのです…が…

「新年…」という言葉には 何か 少し心

躍る響きがあり 何かが 変わる そんな

期待感も…含まれているのです。期待…

だけにせず今年こそ!の想いを込めて走れ!

全般* 少しずつ…何かが動き始めました

予感…だけ?でしょうか いえ 動かして…

みましょうよね あなたが変われば 動き

ます 間違いなく…です。気になること

家族の中? 職場? 交友関係? 隣人? それ

が 何であっても 全ては あなた次第です

ご自分に拘り続けていても…何の解決に

もなりはしない…と 思って下さい。脱出

は あなたご自身から…です。うまく脱出

計れれば…早期解決へと繋がるでしょう

今年こそ!の想いを込めて あなたも走れ!

全般* あなたご自身から…外れていく…

「もの…」感じます。いえ外さなければ

変わらなければ…そんな想い強くなって

いる のが 感じられます。そう!!ですよ

あなたを救うのは「あなたご自身…」な

んです。あなたの決心次第…だと 少し

気づき始めましたね 歩調はゆっくりでも

始めなければ 始まらない のですからね

昨年末から…の あなたの心の動き…が…

功を奏し始めたのです。ねッ感じますか?

感じられなくても…そのまま…進む事!!

全般* 今年も…あなたの心に真っ正直で

あれ…と 祈ります。あなたが何方かの…

心に及ぼす影響…多大です。自身の想い

を語っているつもり…でも その想いが…

あなたを奮い立たせ 相手の心を奮い立た

せるのです。その働きの結果…又 あなた

に その想いが返り…相乗効果を…。善の

良き心の…波及効果 伝播? していくの…

でしょう。今年も年始めから…嬉しい事?

あるかも…でしょう。頑張った分の効果

ある生き方 出来る年になる様に祈ります

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 友を選ぶ…その心の その想いの

向側…に ご自分の生き方に反映する事

を体験した…貴重な昨年…でしたね 同

じ様に 今年も 成長を続け 続けられる

様に…と 祈ります あなたの成長の兆し

感じられる新年で…あって欲しい だけ

じゃなく続けられる一年…でしょう。…

とても ややこしい?表現…ですが 今年

こそ!!の想いを 被
かぶ

せて 大きく羽ばたく

一年であるよう…願い続けて精進して…

下さい。外すと 外れると 何かが欠落?!

全般* 今年こそ!!の想いを込めて…迎え

た新年でした…でしょうか 何かが変わる

いえ あなたが変わる…のです。周りを…

変える…のではなく ご自身が 変わる…

のです。人生への想いも新たにしていて

欲しい…ですね。大きな波に…巻き込ま

れながら…でも ご自分を見失う事なく

が 理想です。人間として 生まれてくる

時 決めていたこと 大切な想いに…突き

動かされる様に 日々が 展開していく事

でしょう。流されながら 波に乗る事です

全般* 昨年以上に 沢山の変化…でしょう

ご自分が発した言葉通りに 物事の展開が

あります。臆することなく ただひたすら

進むことです。その準備段階を得ている?

はず…です。出来ていたか どうか は…

後から付いてくる から 恐い…のです。

そう!あなたが どれだけ 日々を大切にし

ていたか と 問われます。もう遅い です

が…。このことに 突き動かされながら…

過去を顧みる のも 一興かと…。気づけ

ば 言葉も行動も 大切に 過ごせるはず!?

全般* 年々ご自分の行く先…見えなく…

なってしまった方…でも 大切な「夢」を

忘れていない方…進む方向は違えども…

追う「夢」はひとつ…のはず…。力を…

頂くから…力になれる。支えるから 支え

られる のでしょうね。生まれる前から…

決められていた…決めていいた その事に

巡り逢ったこと…幸せ だと思えれば全て

は うまく行く はず です。心は一つ想い

も一つ 何の混じりっけもなく…ただ一筋

に それを 忘れないで いて下さいませ

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 新しい年…新しい気持で 迎えら

れましたでしょうか 昨年の…ご自分を

振り返って見て 下さい 何に拘り「我」

に「我」を重ねていたのか と 取り憑く

もの…取り憑かれるもの 全てはご自分

から… 発生していること 気づきません

か 心も躰も しっかりと 整えて新年に

本当の意味の 新年にして頂きたいもの

ですね 行く先…辿り着く先…に 一体何

が 待ち受けているのでしょう。人生は

決められた道 定め通り 進むことも大切

全般* 新しい 一歩 第一歩 どこで迎えら

れ ましたでしょうか 家族と共に 新しく

家族になられる方…と共に迎えられた方

も お有りでしょうか たとえ どんな状況

でも 新年は 新年です。心 新たに 一年

を 頑張りぬく その心意気 だけは 忘れ

て欲しくないものです。毎年 毎年 同じ

心に なれる お正月 と 言う 区切り を

一年間 忘れずに 暮らせたなら 人生の…

間違いが正されて「大人…」として最高

の成長を遂げられるのに悔しいと思いませんか

全般* さァ～今年こそ 何て 年頭に 感じ

ていても 何ヶ月も経たないうちに…心が

「崩れて…」なんてことにならない様に

新年の改まった心を維持し…続けられる

様…頑張って下さい。あなた…が「要」

なら 尚更…願います 祈ります。ご家族

のため…ご自分のため 関わりのある方々

のため…に です。あなたが 変われば …

環境も 家族の 変化も 何てことなく手に

入ります。思い通りの 人生が 待ってい

る?かも…です。今の心を維持し 続けて!

全般* 新年 です。新しい…ということ…

この隙に?乗じて ご自分を 奮い立たせて

下さい。気持…だけ じゃなく 生き方も

姿勢も シャンとして…周りをも巻き込ん

で 下さい。あなたの…心 が 周り?に振

り回されて ご自分を維持 出来なかった?

と 言い訳?しましょうよ そう思えたなら

ホ～ラ 心が軽～くなったでしょう。今年

は 持ち前の 明るさを 取り戻し…いえ…

それ以上に 明るく 人様の お話も聞く…

聞いて差し上げられる あなたに 変～身!

「新 年 非 故 年」しんねんは こねんに あらず

『24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 新しいカレンダーです。

あなたの心のカレンダーも…

新しく…なりましたでしょうか…

何か失敗しては…気づき…穴を掘っては嵌
はま

り…

よたよた だった年が 終わり新しい年を

迎えたから…とて何かが 変わったりは

しないのですが…時間が増える

訳でもないのです…が…

「新年…」という言葉には

何か 少し心躍る響きがあり何かが 変わる

そんな期待感も…含まれているのです。

期待…だけにせず

今年こそ!の想いを込めて走れ!

『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 少しずつ…何かが動き始めました予感…だけ?

でしょうか いえ 動かして…みましょうよね

あなたが変われば 動きます 間違いなく…です。

気になること家族の中? 職場? 交友関係? 隣人?

それが 何であっても 全ては あなた次第です

ご自分に拘り続けていても…

何の解決にもなりはしない…と思って下さい。

脱出は あなたご自身から…です。

うまく脱出計れれば…早期解決へと繋がるでしょう

今年こそ!の想いを込めて あなたも走れ!

『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* あなたご自身から…外れていく…

「もの…」感じます。

いえ外さなければ変わらなければ…

そんな想い強くなっている のが 感じられます。

そう!!ですよ

あなたを救うのは「あなたご自身…」なんです。

あなたの決心次第…だと 少し気づき始めましたね

歩調はゆっくりでも始めなければ

始まらない のですからね

昨年末から…の あなたの心の動き…が…

功を奏し始めたのです。

ねッ感じますか?

感じられなくても…そのまま…進む事!!

『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 今年も…あなたの心に

真っ正直であれ…と祈ります。

あなたが何方かの…心に及ぼす影響…多大です。

自身の想いを語っているつもり…でも

その想いが…あなたを奮い立たせ

相手の心を奮い立たせるのです。

その働きの結果…

又 あなたに その想いが返り…相乗効果を…。

善の良き心の…波及効果

伝播? していくの…でしょう。

今年も年始めから…嬉しい事?あるかも…でしょう。

頑張った分の効果ある生き方

出来る年になる様に祈ります



『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 友を選ぶ…その心の その想いの向側…に

ご自分の生き方に反映する事を体験した…

貴重な昨年…でしたね

同じ様に 今年も 成長を続け

続けられる様に…と祈ります

あなたの成長の兆し感じられる

新年で…あって欲しい だけじゃなく

続けられる一年…でしょう。

…とても ややこしい?表現…ですが

今年こそ!!の想いを 被
かぶ

せて

大きく羽ばたく一年であるよう…

願い続けて精進して…下さい。

外すと外れると何かが欠落?!



『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 今年こそ!!の想いを込めて…

迎えた新年でした…でしょうか

何かが変わるいえ あなたが変わる…のです。

周りを…変える…のではなく

ご自身が 変わる…のです。

人生への想いも新たにしていて欲しい…ですね。

大きな波に…巻き込まれながら…

でも ご自分を見失う事なくが 理想です。

人間として 生まれてくる時 決めていたこと

大切な想いに…突き動かされる様に

日々が 展開していく事でしょう。

流されながら 波に乗る事です



『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 昨年以上に 沢山の変化…でしょう

ご自分が発した言葉通りに 物事の展開があります。

臆することなくただひたすら 進むことです。

その準備段階を得ている?はず…です。

出来ていたか どうか は…

後から付いてくる から 恐い…のです。

そう!

あなたが どれだけ 日々を大切にしていたか と

問われます。

もう遅い ですが…。

このことに 突き動かされながら…

過去を顧みる のも 一興かと…。

気づけば 言葉も行動も

大切に 過ごせるはず!?



8 月生まれの方

全般* 年々ご自分の行く先…

見えなく…なってしまった方…でも

大切な「夢」を忘れていない方…

進む方向は違えども…追う「夢」は

ひとつ…のはず…。

力を…頂くから…力になれる。

支えるから 支えられる のでしょうね。

生まれる前から…決められていた…

決めていいた その事に巡り逢ったこと…

幸せ だと思えれば

全ては うまく行くはず です。

心は一つ想いも一つ 何の混じりっけもなく…

ただ一筋に それを 忘れないで

いて下さいませ

『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 新しい年…新しい気持で

迎えられましたでしょうか

昨年の…ご自分を振り返って見て 下さい

何に拘り「我」に「我」を重ねていたのか と

取り憑くもの…取り憑かれるもの

全てはご自分から… 発生していること

気づきませんか

心も躰も しっかりと整えて

新年に本当の意味の

新年にして頂きたいものですね

行く先…辿り着く先…に

一体何が 待ち受けているのでしょう。

人生は決められた道 定め通り進むことも大切

『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 新しい 一歩 第一歩

どこで迎えられ ましたでしょうか

家族と共に 新しく家族になられる方…と

共に迎えられた方 もお有りでしょうか

たとえ どんな状況でも

新年は 新年です。

心 新たに 一年を 頑張りぬく

その心意気 だけは 忘れて欲しくないものです。

毎年 毎年 同じ心に なれる

お正月 と言う区切りを

一年間 忘れずに 暮らせたなら

人生の…間違いが正されて「大人…」として

最高の 成長を遂げられるのに

悔しいと思いませんか

『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* さァ～今年こそ 何て 年頭に 感じていても

何ヶ月も経たないうちに…

心が「崩れて…」なんてことにならない様に

新年の改まった心を維持し…続けられる様…

頑張って下さい。

あなた…が「要」なら 尚更…願います 祈ります。

ご家族のため…ご自分のため

関わりのある方々のため…に です。

あなたが 変われば …環境も 家族の 変化も

何てことなく手に入ります。

思い通りの 人生が 待っている?かも…です。

今の心を維持し 続けて!

『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 新年 です。新しい…ということ…

この隙に?乗じて ご自分を 奮い立たせて下さい。

気持…だけ じゃなく生き方も姿勢も

シャンとして…周りをも巻き込んで 下さい。

あなたの…心 が 周り?に振り回されて

ご自分を維持 出来なかった?と

言い訳?しましょうよ

そう思えたならホ～ラ 心が軽～くなったでしょう。

今年は 持ち前の 明るさを 取り戻し…

いえ…それ以上に 明るく

人様の お話も聞く…聞いて差し上げられる

あなたに 変～身!

『平成 24 年 1 月の運 気
チャンスライン

』


