
冒頭の（今月)…標語

ビルの入り口…「店舗」の入り口…少し立ち止まる だけで す～ッと開く…自動ドァー いいですよね～。

生き方の…向きを変えたい…進む方向を変えたい…。新しいドァーの前に立ち…立ち止まり…。じっと待っても…ドァーは開きません。

ご自分の意志で…ご自身が…「開ける…」のです。誰かが道を譲ってくれたり… ドァーや 戸を 開けてくれたり…はしないのです。

ご自分の人生…です。幸せを手にするのもあなた!!です。心が欲したこと…ご自分で決めた道…進むべき道…は あなたご自身で動くこと…

幸せ…って 何なんでしようね。（コマーシャルの様に○○のある暮らし…ではなくて…）人の数だけあるのでしょう。あなたが…望むしあわせ…は

さぅ～あなたが決めた道…新しい道…に きっと繋がるドァーを開けましょうご自分の…その手で…少し重いけれど…あなたが想う幸せへの道へ!!

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* ２月…になりました。間違いなく

一歳…歳を重ねました…ね 何十歳…と

いう 区切りを迎えられた方も…おあり

でしょうね。それぞれが その歳に相応

しい…生き方を重ねて居
お

られれば…何も

嘆くことなく…進んでいける…のですが

ホンの少し…横道に逸
そ

れれば…人生の…

大きなターニングポイントが…と要らぬ

心配…を。あなたの人生…です。要らぬ

お世話…か とは 思いますが 大切に…

時間を重ねていて下さい それが一番です

全般* 少しずつ…あなたらしく…成って

来られている…はず ですよね? 唯
わたくし

の…

思い違い…であってほしい…のですが…

何か少し…家族との 中…チグハグ?が…

見うけられます…。あなた…が「要」だ

と 忘れないで下さい。ご自分を「主張」

することじゃなく 如何にまとめられるか

と 心を砕く…こと です。考えなくても

大丈夫!です。「溢れる 愚痴」を慎めば

大丈夫 なんですよ。そう です。あなた

がやるんです。あなたが影の主役…です

全般* 又 少し へしゃげて…来ましたね

心の長持ち…考えてみて下さい 何事にも

時間は掛かります そんなに すんなり…

進んだり 直ったり とは いかないもの

です。ご自分が考えている様に…変われ

たなら…誰も苦労はしない…のですが 何

ものにも代え難い…大切なもの…が 心の

中に…あなたの心が欲しているもの…は

何?と再度 問うてみて下さい。寂しさは

誰の心にも…それを 乗り越えた上にある

のが心の安定…なのでは 頑張れ…大丈夫

全般* 大切にしたいもの…本当に大切な

事…もの…。見分けられるのは…ご自分

の心が…何を捉
とら

えているのか を 知る事

から始めてみましょう。何事も体験に…

依る部分が大きいのですが どうすれば…

体験…出来るのか と 考える事よりも…

飛び込んでいくという 心構え を 大切に

して…いて下さい。今 目の前の事を片付

ける事 どんな難問も解いて見ようと言う

積極性…を育てること… 周りを巻き込む

事…自説に囚われないこと…も大切です

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* ただひたすら…仕事 ですか 大切

な事 ですが。ご自分の「人生の目的」

は 一体 何?と 少し問うて見たいもの…

です。働
はたら

くは 傍
はた

が楽を…と 言います

が だから 良い・済む のではなくて…

もっと大きな 目的がある でしょう何の

為に人間に生まれて来た…のかその目的

を 探す旅なら それを探さなければ…

生きていく上で働くのは…当たり前です

それも達成して その上で「人・人間」

で ある事に 重きを置いて下さい…ね

全般* 人と生まれて 生きて それだけ?

ですか 大きな意味や 目的に遭遇…出来

ていないのは…と。ただ生きているだけ

じゃ犬や猫と同じです。人間としての…

誇りやプライドを捨てては…意味のない

事です。その「機会
チヤンス

」を頂いていても…

気づくことなく…人生 終われば…本当

に 一巻の終わり…です。働く・仕事・…

そして 守るべき家族…それだけ…の為に

生きているのじゃ ないはず です もっと

心燃やして…戦う!!ご自分の為…だから

全般* 少し…調子…崩していますよね…

何かが 足りない…拘ることじゃなくて…

ご自分を生かしてない のでしょう。物事

への取り組み方…雑 だった…結果 です

心砕いて取り組んで 欲しかったことを…

落としています。いえ 落としてしまった

のでしょうか 何かに囚われていてもダメ

ですが 深く考えずに流していてもダメ…

なんです。ここ何年か いえ 何ヶ月か…

何日か…。常に心を振り返ること…無く

して 過ぎたはず…取り戻せない事ない!!

全般* 心…ここに在らず ですよね 何に

囚われているのか 何を考えて生きている

のか…。いえ ひょっとすれば全ては消え

失せているのか と 。この世に存在する

限り…やらねば成らぬ事 あります。いえ

あるのです。その事を 忘れないで下さい

あなた…が あなたで いられるのは 全て

に 相手…が 存在して 成り立つのです。

例え それが 仕事…でも です。何の役に

も立たない者…の存在は許されていない

様に…あなたを 必要としている方…あり

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 難しい…月 です。今年は 拘らず

逆らわず…流されながらも ご自分を…

見失わず…です。何も考えず しっかり

見つめ続けること…あなたの心の中の…

拘
こだわ

りを 忘れ去ること…に 重きを置く

どんな局面にも…何らかの意味が含まれ

ているのですが…それを見つめ続けられ

るか どうか に 全ては掛かっています

その事への答え…は 応えは 後々に起き

る難局を…解くカギに…と 繋がってい

るのでしょう。とにかく信じる事…です

全般* 昨年に引き続き…何かが蠢
うごめ

く…動

く…ではありません。心を狂わせたあの

一件…です。心当たり? なし…ですか…

その程度…なんです 心伴わず…吐く言葉

でも それは 根底の本心?かも ご自分で

気づかず…慢心していく 何様…かと思え

る 言動にも…全ては含まれていたのです

思っても見ないこと…と 動く…ことの差

ホンの少し…のズレが ６ヶ月…を経て…

頭角?を現した時…すでに遅し…でしょう

どれだけ謙虚に日々 過ごすかに腐心する

全般* あッと言う間に…２月です。仕事

も 家事も 何か 取り残した…感がありま

せんか こうして一年も過ぎる と 心し

ていて下さい。年頭に誓ったこと 忘れな

いで下さいね。何も考えてない 誓いも…

何てこと 無き様に…この月生まれの方の

中には…大きな転機…が 待ち受けている

方も…何が起きても 起きなくても…何時

でも 対処出来るあなた…で いて下さい

ご家族との「絆」も大切にして…突発に

備えて心を柔らかく…頭も柔らかく です

全般* 又々 やってしまいましたね。毒を

吐いた事 露呈しました。ご自分じゃ相手

に防御の つもりでしょうが 神仏
か み

さまは

聴き…逃しては下されなかった…のかな

その言葉のまま…結果がでました。以前

何方か…にありました。慢心の心…その

ままの言葉…は 結果へと繋がると言う事

そのお話…忘れていませんか? 心の幅を

広げる…と言う事に繋がる…事は繋がる

のですが そんな回り道…しなくても心に

落とせれば…物事を深く読めれば…済む!

「人生に、自動ドァーは 無い」何方かの「本」の表題?でした。

『24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* ２月…になりました。

間違いなく一歳…歳を重ねました…ね

何十歳…という区切りを迎えられた方も…

おありでしょうね。

それぞれが その歳に相応しい…

生き方を重ねて居
お

られれば…

何も嘆くことなく…進んでいける…のですが

ホンの少し…横道に逸
そ

れれば…

人生の…大きなターニングポイントが…と

要らぬ心配…を。

あなたの人生…です。

要らぬお世話…か とは 思いますが 大切に…

時間を重ねていて下さい

それが一番です

『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 少しずつ…あなたらしく…

成って来られている…はず ですよね?

唯
わたくし

の…思い違い…であってほしい…のですが…

何か少し…家族との 中…チグハグ?が…

見うけられます…。

あなた…が「要」だと忘れないで下さい。

ご自分を「主張」することじゃなく

如何にまとめられるかと心を砕く…ことです。

考えなくても大丈夫!です。

「溢れる 愚痴」を慎めば大丈夫 なんですよ。

そうです。あなたがやるんです。

あなたが影の主役…です

『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 又 少し へしゃげて…来ましたね

心の長持ち…考えてみて下さい

何事にも時間は掛かります

そんなに すんなり…進んだり直ったりとは

いかないものです。

ご自分が考えている様に…変われたなら…

誰も苦労はしない…のですが

何ものにも代え難い…大切なもの…が

心の中に…あなたの心が欲しているもの…は

何?と再度 問うてみて下さい。

寂しさは誰の心にも…

それを 乗り越えた上にあるのが

心の安定…なのでは

頑張れ…大丈夫

『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 大切にしたいもの…

本当に大切な事…もの…。

見分けられるのは…ご自分の心が…

何を捉
とら

えているのか を 知る事から

始めてみましょう。

何事も体験に…依る部分が大きいのですが

どうすれば…体験…出来るのか と考える事よりも…

飛び込んでいくという心構え を

大切にして…いて下さい。

今 目の前の事を片付ける事

どんな難問も解いて見ようと言う

積極性…を育てること…

周りを巻き込む事…

自説に囚われないこと…も大切です



『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* ただひたすら…仕事 ですか

大切な事 ですが。

ご自分の「人生の目的」は 一体 何?と

少し問うて見たいもの…です。

働
はたら

くは 傍
はた

が楽を…と言いますが

だから 良い・済む のではなくて…

もっと大きな 目的がある でしょう

何の為に人間に生まれて来た…のか

その目的を 探す旅なら

それを探さなければ…

生きていく上で働くのは…当たり前です

それも達成して その上で「人・人間」で

ある事に 重きを置いて下さい…ね



『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 人と生まれて 生きて

それだけ?ですか

大きな意味や 目的に遭遇…

出来ていないのは…と。

ただ生きているだけじゃ犬や猫と同じです。

人間としての…誇りやプライドを捨てては…

意味のない事です。

その「機会
チヤンス

」を頂いていても…

気づくことなく…人生 終われば…

本当に 一巻の終わり…です。

働く・仕事・…そして 守るべき家族…

それだけ…の為に生きているのじゃ ないはず です

もっと心燃やして…戦う!!

ご自分の為…だから



『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 少し…調子…崩していますよね…

何かが 足りない…拘ることじゃなくて…

ご自分を生かしてない のでしょう。

物事への取り組み方…雑 だった…結果 です

心砕いて取り組んで 欲しかったことを…

落としています。

いえ 落としてしまったのでしょうか

何かに囚われていてもダメですが

深く考えずに流していてもダメ…なんです。

ここ何年か いえ 何ヶ月か…何日か…。

常に心を振り返ること…無くして 過ぎたはず…

取り戻せない事ない!!



8 月生まれの方

全般* 心…ここに在らず ですよね

何に囚われているのか

何を考えて生きているのか…。

いえ ひょっとすれば

全ては消え失せているのか と。

この世に存在する限り…

やらねば成らぬ事 あります。いえあるのです。

その事を 忘れないで下さい

あなた…が あなたで いられるのは

全てに 相手…が 存在して 成り立つのです。

例え それが 仕事…でも です。

何の役にも立たない者…の存在は

許されていない様に…

あなたを 必要としている方…あり

『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 難しい…月 です。

今年は 拘らず逆らわず…流されながらも

ご自分を…見失わず…です。

何も考えず しっかり見つめ続けること…

あなたの心の中の…拘
こだわ

りを 忘れ去ること…に

重きを置くどんな局面にも…

何らかの意味が含まれているのですが…

それを見つめ続けられるか

どうか に 全ては掛かっています

その事への答え…は 応えは

後々に起きる難局を…解くカギに…と

繋がっているのでしょう。

とにかく信じる事…です

『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 昨年に引き続き…何かが蠢
うごめ

く…

動く…ではありません。

心を狂わせたあの一件…です。

心当たり? なし…ですか…その程度…なんです

心伴わず…吐く言葉でも

それは 根底の本心?かも ご自分で気づかず…

慢心していく何様…かと思える

言動にも…全ては含まれていたのです

思っても見ないこと…と

動く…ことの差ホンの少し…のズレが

６ヶ月…を経て…頭角?を現した時…

すでに遅し…でしょう

どれだけ謙虚に日々 過ごすかに腐心する

『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* あッと言う間に…２月です。

仕事も 家事も 何か 取り残した…感がありませんか

こうして一年も過ぎる と 心していて下さい。

年頭に誓ったこと忘れないで下さいね。

何も考えてない 誓いも…何てこと無き様に…

この月生まれの方の中には…

大きな転機…が 待ち受けている方も…

何が起きても 起きなくても…

何時でも 対処出来るあなた…で いて下さい

ご家族との「絆」も大切にして…

突発に備えて心を柔らかく…

頭も柔らかくです

『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 又々 やってしまいましたね。

毒を吐いた事 露呈しました。

ご自分じゃ相手に防御の つもりでしょうが

神仏
か み

さまは聴き…逃しては下されなかった…のかな

その言葉のまま…結果がでました。

以前何方か…にありました。

慢心の心…そのままの言葉…は

結果へと繋がると言う事

そのお話…忘れていませんか?

心の幅を広げる…と言う事に繋がる…事は

繋がるのですが そんな回り道…しなくても

心に落とせれば…

物事を深く読めれば…済む!

『平成 24 年 2 月の運 気
チャンスライン

』


