
冒頭の（今月)…標語

野球の試合は一日数時間…。相手の投手と相対するのはわずか十数分…つまりそれ意外の時間は 全て自身の鍛錬に当てる。と…。

「明日はなんとかなる と思う馬鹿者。今日でさえ遅すぎるのだ。賢者は もう昨日済ましている」チャールズ・ホートン・クーリー（アメリカの社会学者）

今日ですら…遅すぎる 今日出来ることは 今日片付ける…それは ご自分との戦いです。世の中には どんなに努力しても 報われない事も…。

でも…努力しなくても…明日は…来ますが…開けることは有りません。怠けていた…って 誰よりも あなたが…知っていますよね?

「ムリをすることです。自分なんて そんなにたいしたものではないのだから 大事にしなくても いいんです。」作家の石田衣良さんの言葉です。

「ご自分と戦うために生まれて来た」事忘れずにこの一瞬・一瞬を大切にしていて下さい。ご自分の為・そして誰かの為…忘れないで下さい。たったそれだけです

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 人の想い それを感じられるから

感謝は生まれ…感謝するから行動にと…

繋がり…態度に表れ それが「運気」に

成功に…と 際限なく言い方向へと進み

繋がっていくのでしょう。もちろん反対

の現象も…何か形のあるもの ないもの

頂いても当然と受け流し…感謝の微塵も

なく…笑顔も消え失せ…心も表情も鈍く

人生にも鈍感になる…心を・物を・頂い

たなら見合う対価を…心や形にするから

又 回り回って…幸せと共に戻ってくる

全般* 最近…無表情?では…いえ笑顔が…

消えていますよね。何にも反応も感動も

勿論…感謝なんて…これッぽっちもない

人も…あなたは?…如何ですか 大丈夫っ

て…引きつっていませんか…本当はね…

大丈夫なんですよ あなたの悪い癖で真剣

に考えすぎると…落ちるとこまで落ちな

いと…戻ってこれない…だけ ですよね

「下手な考え 休むに似たり」って…昔か

ら言うじゃないですか 考えても状況は…

変わりません 動く・働く・行動あるのみ

全般* ずっと…ひとり・一人 です。人間

は…誰かといても…「死」を迎える時は

ひとり…です。だから…こそ 今…大切に

するべきもの…手の中のものを…守るの

です。一人で…なんですが…でも誰かと

繋がって生きて…も いるのですよね…。

複雑…ですが…その一人を楽しむ? のも

きっと 人生…なんでしょう。何か転機が

来ても…どんな事でも…対処できる はず

そんなあなた…を 育てるため…の戦い

日々 繰り返しながら…成長しましょうね

全般* 日々の繰り返しの中で…ご自分の

心の位置
ポジション

…掴めましたか? どなたかに

誰かに…惑わされることなく…ご自分の

心を育てるのです。育てたなら…それを

誰かに…伝える…そして ご自分と共に…

手を携
たずさ

えて進む…物事は そこまでして

何かを考えた…と 言えるのです。まだま

だ…甘い…と…お分かり?になりましたか

今…あなたがお幾つ・何歳・ か で 答は

違って来るでしょうけれど…例えば 折り

返し地点を過ぎていても 頑張れる かな?

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 少しずつ…何かに近づいています

それが良い結果に繋がれば…と。悪しき

思い…消す・流す…こと出来れば…と。

どんなに欲しても…ふッと 油断すると

口をついて出る その言葉を…心で反芻
はんすう

する…と 言う訓練を…。それは思い・

想いの 整理です。何を考え 何が 心を

過
よ

ぎったのか その時もう一人のあなた

が…何に反応したのか 冷静になれる様

に 何事にも 少し 時間を 掛けての判断

です。口を閉じても考えたことの認知
にんち

を

全般* あなたは今 ご自分が…どんな状態

か…お分かり…ですか 何も考えず 何も

顧
かえり

みず 時間だけが過ぎているのなら…

いえ 頑張っている しっかり働いている

と 信じている?…から 恐い…のですよね

あまりにも 世間知らず…です。何でも…

知っている誰と話しても引けは取らない

世間並み?以上の知識や常識も…ってです

か それが そもそも間違いの元… 世間も

・世界も広い 数え切れない程の「道」が

あります。何を知っていると言うのです?

全般* 少し…コントロール…悪い?ですね

小さな ホンの少しの「躁
そう

鬱
うつ

」繰り返し

躰を動かせ・働かせて いるから…立てて

いる 状態の方…どうすれば脱出出来る

のか ご存じなのに…それすらも目を閉じ

ていては 大事な「運気」に響きます。又

一方では…どんな言葉も聴き逃さない…

と 真剣にひたむきに…真摯
しんし

に 見つめて

いらっしゃる方も…「その差…」きっと

出る…でしょうね ご自分を甘やかさない

心の何処かで…真剣勝負って 叫んでる方

全般* 不調は不調なりに…心 働かせ整え

しなければ 乗り切れないこと…多々あり

です。一線を退いた方…まだまだ 血気盛

んの方 今 まさに登り調子の方…人 様々

ですが 忘れないで下さいね ご自分の…

人生です。誰かが変わってくれたりはし

ないって事…です。生きている限り…道

が続く限り 人生は 走り続ける…と言う

ことです。体調や気分…整えながら…で

いいのですよ ご自分が きっと 決めて…

生まれて来た事 のゴールに向かってです

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* さァ～春…です。陽気も…転機も

含まれた春…です。心機一転…って方も

大切な…何かを忘れない・無くさない様

にしながら…ご自分の心の向きを変える

のです。機会
チャンス

…頂けたのなら…今こそ

新しい「あなた」が 誕生の 機会
チャンス

です

古い衣 ? も 心も 脱ぎ捨てて下さいね

新しいあなた…誰も知らない「あなた」

で 本当に再? 出発って方も 新入社員…

も…古参…社員も 含めて です。人と

の 関わりの中で新たに学び直し…です

全般* 春です。新人が…入ってきました?

不景気なので 新卒採用 無しの処も…。

私が新人なんですって方も…。今いる…

職場で ご自分のその立場を…大切にして

頑張れるか 何が出来るか…です 心を

真
ま

っ新
さら

にして…心機一転…なんて考えら

れたなら その心大切に…出来なければ…

元の黙阿弥ですよね。失業者で…溢れて

いる そんな状態を…あなたは…どう考え

ますか 働ける幸せ…知っているのでしょ

うか 全てのことは波及してしまうのですよ

全般* 小さな心遣い…から 始まる出逢い

どんな時も…手を抜かない仕事…生活の

中で 心の整理整頓…です。今 心掛けて

いて下さい。家族の…身内の…何かが…

揺れています。あなた…しか気づかない

心の襞
ひだ

に触れること…今こそ生かして…

下さい。何気なく見ていたこと…が ご自

身の為に大きく働きかけて来るのかも…

誰かの為は…ご自分の為に 積極的に手を

差し出して下さい…きっと想いは繋がり

ます。そして広がるのです 広げて下さい

全般* 人間は聞きたくないものは…聞こ

えないし…見たくないものは…見えない

もの…です。耳が 目が 自然に閉じて…

しまうのでしょうね でも ご自分の心が

望んでいなくても…聞こえる・呼び寄せ

る…「魔」はあるのです。人間の心は…

そんなに綺麗…ではなく 出来た「隙」に

はまり込む…いえ それが見える他人も…

いる…のでしょう 隙がダメじゃなく…

排他的な心が呼ぶ…何かです。治療法は

そう!です。心を広げること…真っ直ぐに

「敵と戦う時間は短い。自分との戦いこそが 明暗を分ける」王 貞治

『24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 人の想い それを感じられるから

感謝は生まれ…感謝するから

行動にと…繋がり…態度に表れ

それが「運気」に成功に…と

際限なく良い方向へと

進み繋がっていくのでしょう。

もちろん反対の現象も…

何か形のあるもの ないもの頂いても

当然と受け流し…感謝の微塵もなく…

笑顔も消え失せ…心も表情も鈍く

人生にも鈍感になる…

心を・物を・頂いたなら

見合う対価を…心や形にするから

又 回り回って…幸せと共に戻ってくる

『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 最近…無表情?では…

いえ笑顔が…消えていますよね。

何にも反応も感動も勿論…感謝なんて…

これッぽっちもない人も…

あなたは?…如何ですか

大丈夫って…引きつっていませんか…

本当はね…大丈夫なんですよ

あなたの悪い癖で真剣に考えすぎると…

落ちるとこまで落ちないと…

戻ってこれない…だけ ですよね

「下手な考え 休むに似たり」って…

昔から言うじゃないですか

考えても状況は…変わりません

動く・働く・行動あるのみ

『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* ずっと…ひとり・一人 です。

人間は…誰かといても…

「死」を迎える時はひとり…です。

だから…こそ 今…大切にするべきもの…

手の中のものを…守るのです。

一人で…なんですが…

でも誰かと繋がって生きて…も いるのですよね…。

複雑…ですが…その一人を楽しむ? のも

きっと人生…なんでしょう。

何か転機が来ても…

どんな事でも…対処できる はず

そんなあなた…を 育てるため…の戦い

日々 繰り返しながら…

成長しましょうね

『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 日々の繰り返しの中で…

ご自分の心の位置
ポジション

…掴めましたか?

どなたかに誰かに…惑わされることなく…

ご自分の心を育てるのです。

育てたなら…それを誰かに…伝える…

そして ご自分と共に…手を携
たずさ

えて進む…

物事は そこまでして

何かを考えた…と言えるのです。

まだまだ…甘い…と…お分かり?

になりましたか

今…あなたがお幾つ・何歳・か で

答は違って来るでしょうけれど…

例えば 折り返し地点を過ぎていても

頑張れる かな?



『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 少しずつ…何かに近づいています

それが良い結果に繋がれば…と。

悪しき思い…消す・流す…こと出来れば…と。

どんなに欲しても…ふッと油断すると

口をついて出る その言葉を…

心で反芻
はんすう

する…と言う訓練を…。

それは思い・想いの 整理です。

何を考え 何が 心を過
よ

ぎったのか

その時もう一人のあなたが…何に反応したのか

冷静になれる様に 何事にも

少し 時間を 掛けての判断です。

口を閉じても考えたことの認知
に ん ち

を



『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全全般* あなたは今 ご自分が…

どんな状態か…お分かり…ですか

何も考えず 何も顧
かえり

みず

時間だけが過ぎているのなら…

いえ 頑張っている しっかり働いていると

信じている?…から 恐い…のですよね

あまりにも 世間知らず…です。

何でも…知っている誰と話しても

引けは取らない世間並み?以上の

知識や常識も…ってですか

それが そもそも間違いの元…

世間も・世界も広い

数え切れない程の「道」が あります。

何を知っていると言うのです?



『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 少し…コントロール…悪い?ですね

小さな ホンの少しの「躁
そう

鬱
うつ

」繰り返し

躰を動かせ・働かせて いるから…

立てている 状態の方…

どうすれば脱出出来るのか ご存じなのに…

それすらも目を閉じていては

大事な「運気」に響きます。

又一方では…どんな言葉も聴き逃さない…と

真剣にひたむきに…真摯
し ん し

に

見つめていらっしゃる方も…

「その差…」きっと出る…でしょうね

ご自分を甘やかさない心の何処かで…

真剣勝負って 叫んでる方



8 月生まれの方

全般* 不調は不調なりに…

心 働かせ整えしなければ 乗り切れないこと…

多々ありです。

一線を退いた方…まだまだ 血気盛んの方

今 まさに登り調子の方…

人 様々ですが 忘れないで下さいね

ご自分の…人生です。

誰かが変わってくれたりは

しないって事…です。

生きている限り…道が続く限り

人生は 走り続ける…と言うことです。

体調や気分…整えながら…でいいのですよ

ご自分が きっと決めて…

生まれて来た事 のゴールに向かってです

『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* さァ～春…です。

陽気も…転機も含まれた春…です。

心機一転…って方も大切な…何かを

忘れない・無くさない様にしながら…

ご自分の心の向きを変えるのです。

機会
チャンス

…頂けたのなら…

今こそ新しい「あなた」が 誕生の 機会
チャンス

です

古い衣 ? も 心も 脱ぎ捨てて下さいね

新しいあなた…誰も知らない「あなた」で

本当に再? 出発って方も

新入社員…も…古参…社員も 含めて です。

人との 関わりの中で

新たに学び直し…です

『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 春です。新人が…入ってきました?

不景気なので 新卒採用 無しの処も…。

私が新人なんですって方も…。

今いる…職場で ご自分のその立場を…

大切にして 頑張れるか 何が出来るか…です

心を真
ま

っ新
さら

にして…心機一転…なんて

考えられたなら その心大切に…

出来なければ…元の黙阿弥ですよね。

失業者で…溢れている そんな状態を…

あなたは…どう考えますか

働ける幸せ…知っているのでしょうか

全てのことは 波及してしまうのですよ

『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 小さな心遣い…から 始まる出逢い

どんな時も…手を抜かない仕事…

生活の中で 心の整理整頓…です。

今 心掛けていて下さい。

家族の…身内の…何かが…揺れています。

あなた…しか気づかない心の襞
ひだ

に触れること…

今こそ生かして…下さい。

何気なく見ていたこと…が

ご自身の為に大きく働きかけて来るのかも…

誰かの為は…ご自分の為に

積極的に手を差し出して下さい…

きっと想いは繋がります。

そして広がるのです 広げて下さい

『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 人間は聞きたくないものは…聞こえないし…

見たくないものは…見えないもの…です。

耳が 目が 自然に閉じて…しまうのでしょうね

でも ご自分の心が望んでいなくても…

聞こえる・呼び寄せる…「魔」はあるのです。

人間の心は…そんなに綺麗…ではなく

出来た「隙」にはまり込む…

いえ それが見える他人も…いる…のでしょう

隙がダメじゃなく…

排他的な心が呼ぶ…何かです。

治療法はそう!です。

心を広げること…真っ直ぐに

『平成 24 年 4 月の運 気
チャンスライン

』


