
冒頭の（今月)…標語

近代中国を代表する文学者の魯迅
ろ じ ん

の言葉…です。 道なき道を踏みしめて…暗中模索で歩いて来ました。…来た つもりです。

草ぼうぼうの道…でした。理解して頂ける方に…助けられて…ここまで…。でも まだまだ…です。大切な役目は…まだ果たせていないのでは…と

時折不安になります。地球や 宇宙 規模の思想…や 展開を望むなら…他者に大きく影響を与えられる方々を…動かさなければ…と …揺れます。

夢も…揺れます。網目の様に どなたの人生にも…描かれている「神仏さまのストーリー」…。外すことなく…役目を果たして頂けるからこそ…

成り立つもの…が有ります。唯
わたくし

に 残された時間は…ご一緒に…という想いは空回り?…。神仏
か み

さまの想いは…伝わらないのでは…と。不安は大きくなるばかり…です。

後に続く方があるから 道は消えないのです。動け・働け・汗をかけ…バカになれ道が開けるまで・道が見えるまで…日々を大切に入念に過ごしていれば道は見えて来る?…。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 身内に…変化を感じたならそれは

もう遅い…のです。何事も現象として…

現れたり 見えたり は…気づくことなく

過ごして来た…あなたの根底が露呈した

と 言うことでしょうね。変化の前に…

叱られること…あり…叱られて…心が潰

れそう…なんて優しい…ことでしょう。

潰れる…壊れる…は 言葉にしないこと

です。それこそが現象として…本当にな

る事あります。叱られている内が花…と

いいます。何事もなく…が理想です…が

全般* 無事…でしょうか 心・躰…周りの

変調に…動じることなく 居られるあなた

で…あって欲しいもの…です。それだけ

じゃなく…ご自分から動く「運気」すら

動かしてみせる と言う迫力!?ちょっと

ムリ?でしょうか どんな事にも動じない

そんな心を育てる…つもり?でいて下さい

もう少し暖かくなれば…家庭・職場 など

の環境も少し緩むことでしょう。しっか

りと前を見ていて下さい。進む…以外に

道はない…と 梅や 桜の新芽に負けない!

全般* あなたの月…です。その「月」を

本当の「ツキ」に変えて見ませんか?自分

の運気すら変えてやろう!という迫力…が

必要な時…かも。日頃…積んで来た努力

も 運気も こんな時に役立つ!のです。何

かが 動く月…かとも…思えますが…波乱

含み?かも…どんな波も見逃さないこと…

それにつきます。日頃は 目を凝らして…

しっかり見ていても 見えない運気すら

見える?事が 出来る? かも知れない…の

に ボンヤリと食べて・寝て・はダメです

全般* 何か…少し…心が ボヤケている

と思いませんか…今回はかなり長く揺れ

ずにいられましたね。すぐ何処かへ 心を

飛ばして?しまうあなた…としては…です

何の「苦」もない…筈なのに 何かが少し

崩れていく の でしょう。真剣に…真剣

に 考えても 考えても 答を掴めない自分

の心に ご自分が 嫌になる? そんな事の

繰り返し…です。人生は…。それを悟る

のも…それに気づくのも…人生の一こま

かも 大切な事は…心を遊ばす・転がす事

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 喰う・寝る・遊ぶ? 何一つ欠けて

も生きていけない?等と宣
のたま

う輩
やから

が多い

ですが その言葉の中にしっかりと 仕事

を…入れていますでしょうか しんどい

ほど 働いているって…ですか ならば

大丈夫…です。報われる?ことなく 人生

が終わっても…悔いはない…いえ先月も

書きましたよね 生まれて来た・生きて

行く・その目的は…人生の「使命」は…

それを果たしてこそ あなたが生きた証

ご自分と戦った…という「証」なんです

全般* 何かから…お力を頂いて…ご自分

が 成り立っている…と 感じますか 今…

呼吸することすら ご自身の意志?…だと

思い込んでいませんか 私たちは 何一つ

自分の意志・力・で動かせているもの…

はない と 思い知りたい!?ですか 何か…

お怒り…の 知らせ…です。あなたが軽ん

じている事…に です。全てはご自分の力

力量…等と 思い上がっていませんでし

ょうか そこまで…は無いにしても 慢心が

見えるから…お怒りなんでしょうね大変だ!?よ

全般* 躰の不調は…心の不調? 心身共に

不調は?は 一体 何なの? ですよね 内を

向かずに外に…心を向ければ。外だけ…

でもダメなんでしょう。どちらを 向いて

いても…結果へとは 繋がらない…時期…

なんでしょう。40代 50代 60代…それぞ

れの坂道…途中の人 登り切った人 どな

たにも言えること…ですが 年齢だけじゃ

判断出来ない「業
ごう

」も…そんな時期に…

出逢うと言う それを「試練の 坂道」…

というのでしょうか でももう少し…です

全般* 心を小さく…して 何かが通り過ぎ

るのを待ちましょう。何か 少し手強い…

運気…の様ですね。背を屈めて…姿勢を

低くして…過ぎるのを待つ…のが最良の

手…です。常にあなたが主役…ではなく

相手を立ててやる事 時には必要でしょう

嵐の前の靜けさ…気づかず来た からかも

知れません。ご自分が良かれ…と思って

も時期を間違えると 通じない。位 だと

未だ良い方で…「刃」を突きつけた様な

事に成りかねません。心が届かない時…

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般*しっかりしている様で 抜けている

どんなに頑張っても敵わない相手もいる

事…心に銘じていて…下さい。手強い…

相手の懐に飛び込む…それも手…手段の

一つ…でしょう。でも 相手の手の中で

上手に転がされる…自信は?おありです

か…間違っても転がしてやろう!!なんて

野心を抱かないこと…です。敵わない者

が居るから…真っ向から…で なく隙を

突く…なぁんて手も…ですよね。但し…

あなたが冴えていれば…ですが心の位 置
ポジション

は?!

全般* 心の位置…。二度と忘れないで…

下さいね 人生に「これ位…は」 なんて

無いダメな時は 何があってもダメ…だと

心すること…です。ご自分一人で生きて

いるのなら…良いのですが…いえお一人

でも…ご自分に振りかぶって来る…ので

すから。家族…だけじゃなく 友も 同僚

も…仕事仲間も…係わりの全てに…です

人間は一人で生きて居ない…としっかり

認識する…そのことから始め直して…

当たり前…がとても大切…だと思うこと!

全般* ご自分の事…しっかりと把握して

いて下さい。人の言いなりも 時にはいい

のですが。拘り過ぎるよりも…良いので

すが 何事も限度…が あるのです 上手

に振り回されている内はいいのですが…

ご自身の心が無くなる…様な…事態だけ

は さけたいもの…です。何事に関わらず

ご自身の心が働いてこそ…物事の成功?

成立? があると言うこと。心の働かない

心のこもらない…働き方…は 違う…と思

います。あなたの人生の…主役はあなた!

全般* 目を…パチくり…。未だ もう一つ

合点
がてん

がいってない? 心に落ちてない?の…

でしょうね。賢そうで…アホ? ですか ?

いえ…心の幅が狭い…大した体験はして

いない…の でしょう。年齢とか 体験は

それぞれに違うから しょうがないこと…

ですが。それでも一丁前…一人前…だと

少し情けないですが そんな者
もん

…でしょう

世間様は…。良いんじゃないですか ゆっ

くりと ゆったりと 人生…過ぎていくの

も です。終焉に…慌てるな!!って事です

「もともと地上に道はない。歩く人が多くなればそれが道になる」

『24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 身内に…変化を感じたなら

それはもう遅い…のです。

何事も現象として…現れたり見えたりは…

気づくことなく過ごして来た…あなたの根底が

露呈したと 言うことでしょうね。

変化の前に…叱られること…あり…

叱られて…心が潰れそう…

なんて優しい…ことでしょう。

潰れる…壊れる…は 言葉にしないことです。

それこそが現象として…

本当になる事あります。

叱られている内が花…といいます。

何事もなく…が理想です…が

『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 無事…でしょうか

心・躰…周りの変調に…動じることなく

居られるあなたで…あって欲しいもの…です。

それだけじゃなく…ご自分から動く

「運気」すら動かしてみせる と言う迫力!?

ちょっとムリ?でしょうか

どんな事にも動じない

そんな心を育てる…つもり?でいて下さい

もう少し暖かくなれば…家庭・職場 などの環境も

少し緩むことでしょう。

しっかりと前を見ていて下さい。

進む…以外に道はない…と

梅や 桜の新芽に負けない!

『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* あなたの月…です。

その「月」を本当の「ツキ」に変えて見ませんか?

自分の運気すら変えてやろう!という迫力…が

必要な時…かも。

日頃…積んで来た努力も 運気も

こんな時に役立つ!のです。

何かが 動く月…かとも…思えますが…

波乱含み?かも…

どんな波も見逃さないこと…

それにつきます。

日頃は 目を凝らして…しっかり見ていても

見えない運気すら 見える?事が

出来る? かも知れない…のに

ボンヤリと食べて・寝て・はダメです

『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 何か…少し…心が

ボヤケていると思いませんか…

今回はかなり長く揺れずにいられましたね。

すぐ何処かへ 心を飛ばして?しまう

あなた…としては…です

何の「苦」もない…筈なのに

何かが少し崩れていくの でしょう。

真剣に…真剣に 考えても 考えても

答を掴めない自分の心に

ご自分が 嫌になる?

そんな事の繰り返し…です。人生は…。

それを悟るのも…それに気づくのも…

人生の一こまかも 大切な事は…

心を遊ばす・転がす事



『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 喰う・寝る・遊ぶ?

何一つ欠けても生きていけない?等と

宣
のたま

う輩
やから

が多いですが

その言葉の中にしっかりと

仕事を…入れていますでしょうか

しんどいほど 働いているって…ですか

ならば大丈夫…です。

報われる?ことなく人生が終わっても…

悔いはない…いえ先月も書きましたよね

生まれて来た・生きて行く・その目的は…

人生の「使命」は…

それを果たしてこそ

あなたが生きた証

ご自分と戦った…という「証」なんです



『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 何かから…お力を頂いて…

ご自分が 成り立っている…と感じますか

今…呼吸することすら ご自身の意志?…だと

思い込んでいませんか

私たちは 何一つ自分の意志・力・で

動かせているもの…はない と

思い知りたい!?ですか

何か…お怒り…の 知らせ…です。

あなたが軽んじている事…に です。

全てはご自分の力力量…等と

思い上がっていませんでしょうか

そこまで…は無いにしても 慢心が見えるから…

お怒りなんでしょうね大変だ!?よ



『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 躰の不調は…心の不調?

心身共に不調は?は 一体 何なの? ですよね

内を向かずに外に…心を向ければ。

外だけ…でもダメなんでしょう。

どちらを 向いていても…

結果へとは 繋がらない…時期…なんでしょう。

40 代 50 代 60 代…それぞれの坂道…

途中の人 登り切った人

どなたにも言えること…ですが

年齢だけじゃ判断出来ない「業
ごう

」も…

そんな時期に…出逢うと言う

それを「試練の 坂道」…というのでしょうか

でももう少し…です



8 月生まれの方

全般* 心を小さく…して

何かが通り過ぎるのを待ちましょう。

何か 少し手強い…運気…の様ですね。

背を屈めて…姿勢を低くして…

過ぎるのを待つ…のが最良の手…です。

常にあなたが主役…ではなく

相手を立ててやる事 時には必要でしょう

嵐の前の靜けさ…

気づかず来た からかも知れません。

ご自分が良かれ…と思っても

時期を間違えると通じない。位 だと

未だ良い方で…

「刃」を突きつけた様な事に成りかねません。

心が届かない時…

『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* しっかりしている様で 抜けている

どんなに頑張っても敵わない相手もいる事…

心に銘じていて…下さい。

手強い…相手の懐に飛び込む…

それも手…手段の一つ…でしょう。

でも 相手の手の中で上手に転がされる…

自信は?おありですか…

間違っても転がしてやろう!!

なんて野心を抱かないこと…です。

敵わない者が居るから…真っ向から…で なく

隙を突く…なぁんて手も…ですよね。

但し…あなたが冴えていれば…ですが

心の位置
ポジション

は?!

『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 心の位置…。二度と忘れないで…下さいね

人生に「これ位…は」なんて無いダメな時は

何があってもダメ…だと心すること…です。

ご自分一人で生きているのなら…良いのですが…

いえお一人でも…ご自分に

振りかぶって来る…のですから。

家族…だけじゃなく

友も 同僚も…仕事仲間も…

係わりの全てに…です人間は

一人で生きて居ない…としっかり認識する…

そのことから始め直して…

当たり前…が

とても大切…だと思うこと!

『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* ご自分の事…しっかりと把握していて下さい。

人の言いなりも 時にはいいのですが。

拘り過ぎるよりも…良いのですが

何事も限度…が あるのです

上手に振り回されている内はいいのですが…

ご自身の心が無くなる…様な…事態だけは

さけたいもの…です。

何事に関わらずご自身の心が働いてこそ…

物事の成功? 成立? があると言うこと。

心の働かない心のこもらない…働き方…は

違う…と思います。

あなたの人生の…主役はあなた!

『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 目を…パチくり…。

未だ もう一つ合点
が て ん

がいってない?

心に落ちてない?の…でしょうね。

賢そうで…アホ? ですか ?

いえ…心の幅が狭い…

大した体験はしていない…の でしょう。

年齢とか 体験はそれぞれに違うから

しょうがないこと…ですが。

それでも一丁前…一人前…だと

少し情けないですが そんな者
もん

…でしょう

世間様は…。良いんじゃないですか

ゆっくりとゆったりと

人生…過ぎていくのも です。

終焉に…慌てるな!!って事です

『平成 24 年 3 月の運 気
チャンスライン

』


