
冒頭の（今月)…標語

「無門関
む もんかん

」…中国宋代
そうだい

の禅僧、無
む

門
もん

慧
え

開
かい

が編んだ公案集。禅の言葉です。これは「共に手を取り合って行こう」という意味です

夢を叶えること高い目標を達成すること 生きるということは 自分一人では容易ではありません。願いが大きくなる程に 関わる人も増え

力を合わせる事も必要になります。（植西 聡

あきら

「禅の言葉」より抜粋）私たちは 自分一人で生きているのではなく人と共に あります。

そして大事なことは「神仏
か み

さま」という…「心の拠り所」を持ち 共に歩む人…がいること です。人生の目標も 夢も…誰かと共に…

「誰かを思う…」その 思い・想いの 輪を・和を 広げ…想いの連鎖を…伝播を…出来れば人間に生まれてきた…ことの意味に繋がります

大事な言葉…「ご自分と戦うために 生まれて来たのです」「嫉妬や 必要以上の欲望 嫉
そね

み 思い上がり傲慢
ごうまん

怠惰
た い だ

」など諸々の心から 解放です。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 常に何事もなく…なんてことを…

考えないことです。何事も起こらない…

人生なんてないのですから 何があって

も なくても 毅然としている…ことです

ちょっと 難しすぎましたね あなたには

よろよろ ふらふら が 何となくお似合

いだから…。せめて心だけは…しっかり

持っていて下さいませ。今 来た道…を

真っ直ぐ進んでいる様に見えている方…

ただひたすら 戻っている方…同じ様に

見えて違いはあるのです 気づいてないだけ

全般* 少し 何か ズレ…を感じます 何か

調整不備…？なんでしょうか それが仕事

なら…少々 ですね 何があっても大丈夫

な 方 なんですが 長年に渡るズレや歪み

が 軋
きし

みとなって出てきたのでしょうか

年配の方に…気をつけて下さい あなたが

です。ご自身の・相手の ご両親…含めて

です。職場関係も…です。少し暖かく?…

なってきました それに誘われて周りの方

の 気持の緩みも 増していきます。誰か

が歯止めを掛けないと…そう あなたです

全般* 心の位置…違い？ませんか 何かに

拘るのですか そんなに…あなたがあなた

に拘っているのですよ 他の人を排除して

ご自分一人では…生きられない…とお分

かりなのに この人間社会では ご自分に

拘ったり 思い通りに 人との関わりを持

てたり…は しないのです。お分かりです

よね 嫌なら 去ればいい…去っても逃れ

ても 又 出逢います 何処にでもいるので

すよ あなたの様な人…それは あなか…

です。あなたの影?です。嫌いの相手は…

全般* 春めいて?いえ一気に夏です…そう

あなたの心…です。季節を飛ばして燃え

られれば あなたが花開くのに…と。考え

ます。ご自分を変える・変えられるのは

あなた…ご自身だけなんですよね 充分

お分かりなのに…何故？ なんでしょうね

環境が狭い…心を閉ざしている…その方

その方なりに 事情はおあり…でしょうが

同じ人生を歩むのなら 何事にも負けない

で…他への良き影響を与えられる様に…

人生…闊歩
かっぽ

して下さい 出逢っているのだから

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 何と言うことなく…過ごしていて

気づきに遅れが生じています。何かに囚

われる？ことなく過ごしている方も含め

てです。ましてや常に何かことあるごと

に ご自分を主張なさる…方は 当然に…

その害を受ける可能性「大」でしょうね

それが 又 ご自分の「運気」に跳ね返っ

て来る…と言う仕組み…です。「無」と

いう言葉…必要な時…かも です。無の

境地 なんて とんでもないことでしょう

けれど せめて損得考えない心を育てる?

全般* 常に…平常心 です。言葉・文字の

読み違えが 心の読み違えに…発展の時…

です。ご自分の狭い範疇
はんちゅう

で 何事も良し

としないことです。国の数だけ「正義」

があり…人の数だけ「拘り」があるはず

全てに通じるって事はない…。正しい事

でも 他の人には負荷…もある ご自分が

尺度…なんて狭い考えを戒めるから 世間

を広げることに繋がる。あなたにとって

常識は世間では 非常識もある？かも…と

心緩めて下さい。人としての基本に立ち返る

全般* 緩やかに流れる時間…ご自分の心

に焦点をあてて 来し方を振り返り…辿り

していても 何の変化も見えないはずです

老いも若きも…残された 時間…進むべき

方向 を 目指すから 生きている 意味や

生きていくことへの心構えが見えてくる

の でしょう。難しく考えなくても時は…

過ぎていきます。待ってはくれないの…

です こうしている間も…です 問答無用

やるべき事 全勢力をそそいで立ち向かう

それが人生!!だと 心
こころ

括
くく

る 嫌ならやめる?

全般* いやいや ながらでも取り掛かれば

それなりにこなしていける…のに…はず

なのに…何があなたを停止?させていた…

のでしょうね 年代的な…差 は生じるで

しょうが 心の元気の元…見失う？って事

は ご本人をダラケさせる…のかな？と…

少し 心配…です。老いを感じても…奮起

している方も…若くても バテている…

方も 人生も生き方もそれぞれ…ですけれ

ど たったひとつの人生 たったひとつの

道…です。あなたの為の それを忘れるな

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* それぞれが 新しく始まった新規

の４月 もう一ヶ月 過ぎました。新しい

部署で ご自分を生かしていますか 活躍

の手応えは…。全てのことは普段の君が

生きて来る…のです。さり気なく普通に

何が…出来ていたか を 問われるのは…

突発事態が生じた時…あなたの資質や…

能力です。男気がある男・女らしさの中

にキラリと光るもの…潜ませた女性…が

無意識のうちに差し出す その手に…救

われるなら…と。それが 憧れでしょう

全般* 何気なく発した言葉…にご自身が

驚く!なんてことの無いように…言葉には

心 していて下さい。社会的な知名度も…

大切にして下さい。一人では生きていな

い様に 関わりの中にも 大切なこと伏せ

られているのですからね 会話の中に宝石

を…散りばめる と まではいかなくても

何か…成功に導く「魔法」が あるはず…

です。と言うことは…失敗に繋がる悪魔

も居ることに…なりますよね「大丈夫」

で いる為に 心配る 必要あり…ですね

全般* 心 発憤させて 何かを変える何て

ことも…お茶の子さいさい…って こなす

ことも…あなたなら出来ます。出来る…

はず です。いま何かが動き始める方も…

後手に回らないように 進むべき道…間違

えず 年齢
と し

…なんて気にしない…何歳でも

若すぎても ちょっと行き過ぎていても

大丈夫の時期…です。勉強と言う二文字

に 遅すぎる と言う文字を重ねないこと

が「コツ」かも…です。頑張れば何とか

なる時期
と き

…です。あなたも挑戦してみる?

全般* １月生まれと…似た様な…。来た

間違った道…戻る?なら三倍はかかります

間違った…のではなく 心根が違う?様に

感じますが 如何? 何か いえ何や かやと

心を滑らせてご自分の心の中の「灰汁
あ く

?」

をおびき出した…それって「悪魔」の…

魔 じゃないのですか 誰の心にもいる…

心に飼っている…事 気づいてない…方

など いない…はずです。突如顔を上げて

せせら笑う様に…挑戦的な「魔」ですよ

まだまだご自分を理解していない 様ですね

「把手共行
はしゅきょうこう

」出典「無門関」禅のの言葉

『24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 常に何事もなく…なんてことを…

考えないことです。

何事も起こらない…人生なんてないのですから

何があっても なくても 毅然としている…ことです

ちょっと難しすぎましたね

あなたにはよろよろ ふらふら が

何となくお似合いだから…。

せめて心だけは…しっかり持っていて下さいませ。

今 来た道…を真っ直ぐ進んでいる様に

見えている方…ただひたすら 戻っている方…

同じ様に見えて違いはあるのです

気づいてないだけ

『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 少し 何か ズレ…を感じます

何か調整不備…？なんでしょうか

それが仕事なら…少々 ですね

何があっても大丈夫な 方 なんですが

長年に渡るズレや歪みが

軋
きし

みとなって出てきたのでしょうか

年配の方に…気をつけて下さい あなたがです。

ご自身の・相手の ご両親…含めてです。

職場関係も…です。

少し暖かく?…なってきました

それに誘われて周りの方の

気持の緩みも 増していきます。

誰かが歯止めを掛けないと…

そうあなたです

『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 心の位置…違い？ませんか

何かに拘るのですか

そんなに…あなたがあなたに

拘っているのですよ

他の人を排除してご自分一人では…

生きられない…とお分かりなのに

この人間社会では ご自分に拘ったり思い通りに

人との関わりを持てたり…は しないのです。

お分かりですよね 嫌なら 去ればいい…

去っても逃れても 又 出逢います

何処にでもいるのですよ あなたの様な人…

それは あなか…です。あなたの影?です。

嫌いの相手は…

『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 春めいて?いえ一気に夏です…

そうあなたの心…です。

季節を飛ばして燃えられれば

あなたが花開くのに…と。考えます。

ご自分を変える・変えられるのはあなた…

ご自身だけなんですよね

充分お分かりなのに…何故？ なんでしょうね

環境が狭い…心を閉ざしている…

その方その方なりに 事情はおあり…でしょうが

同じ人生を歩むのなら 何事にも負けないで…

他への良き影響を与えられる様に…

人生…闊歩
か っ ぽ

して下さい

出逢っているのだから



『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 何と言うことなく…過ごしていて

気づきに遅れが生じています。

何かに囚われる？ことなく

過ごしている方も含めてです。

ましてや常に何かことあるごとに

ご自分を主張なさる…方は

当然に…その害を受ける可能性「大」でしょうね

それが 又 ご自分の「運気」に

跳ね返って来る…と言う仕組み…です。

「無」という言葉…必要な時…かも です。

無の境地 なんて とんでもないことでしょうけれど

せめて損得考えない心を育てる?



『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 常に…平常心 です。

言葉・文字の読み違えが

心の読み違えに…発展の時…です。

ご自分の狭い範疇
はんちゅう

で

何事も良しとしないことです。

国の数だけ「正義」があり…

人の数だけ「拘り」があるはず

全てに通じるって事はない…。

正しい事でも 他の人には負荷…もある

ご自分が尺度…なんて狭い考えを戒めるから

世間を広げることに繋がる。

あなたにとって常識は

世間では 非常識もある？かも…と

心緩めて下さい。

人としての基本に 立ち返る



『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 緩やかに流れる時間…

ご自分の心に焦点をあてて

来し方を振り返り…辿りしていても

何の変化も見えないはずです

老いも若きも…残された 時間…

進むべき方向 を 目指すから 生きている

意味や生きていくことへの心構えが

見えてくるの でしょう。

難しく考えなくても時は…過ぎていきます。

待ってはくれないの…です こうしている間も…です

問答無用やるべき事

全勢力をそそいで立ち向かう

それが人生!!だと 心
こころ

括
くく

る

嫌ならやめる?



8 月生まれの方

全般* いやいや ながらでも取り掛かれば

それなりにこなしていける…のに…はずなのに…

何があなたを停止?させていた…のでしょうね

年代的な…差 は生じるでしょうが

心の元気の元…見失う？って事は

ご本人をダラケさせる…のかな？と…

少し 心配…です。

老いを感じても…奮起している方も…

若くても バテている…方も

人生も生き方もそれぞれ…ですけれど

たったひとつの人生 たったひとつの道…です。

あなたの為の それを忘れるな

『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* それぞれが 新しく始まった

新規の４月 もう一ヶ月 過ぎました。

新しい 部署で ご自分を生かしていますか

活躍の手応えは…。

全てのことは普段の君が生きて来る…のです。

さり気なく普通に何が…出来ていたか を

問われるのは…突発事態が生じた時…

あなたの資質や…能力です。

男気がある男・女らしさの中にキラリと光るもの…

潜ませた女性…が無意識のうちに差し出す

その手に…救われるなら…と。

それが 憧れでしょう

『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 何気なく発した言葉…に

ご自身が驚く!なんてことの無いように…

言葉には心 していて下さい。

社会的な知名度も…大切にして下さい。

一人では生きていない様に

関わりの中にも 大切なこと

伏せられているのですからね

会話の中に宝石を…散りばめる

とまではいかなくても何か…成功に導く

「魔法」が あるはず…です。

と言うことは…失敗に繋がる

悪魔も居ることに…なりますよね

「大丈夫」で いる為に

心配る 必要あり…ですね

『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 心 発憤させて 何かを変える

何てことも…お茶の子さいさい…って

こなすことも…あなたなら出来ます。

出来る…はず です。

いま何かが動き始める方も…

後手に回らないように 進むべき道…

間違えず 年齢
と し

…なんて気にしない…

何歳でも若すぎても ちょっと行き過ぎていても

大丈夫の時期…です。

勉強と言う二文字に 遅すぎる と言う文字を

重ねないことが「コツ」かも…です。

頑張れば何とかなる時期
と き

…です。

あなたも挑戦してみる?

『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* １月生まれと…似た様な…。

来た間違った道…戻る?なら

三倍はかかります

間違った…のではなく

心根が違う?様に感じますが 如何?

何か いえ何や かやと心を滑らせて

ご自分の心の中の「灰汁
あ く

?」をおびき出した…

それって「悪魔」の…魔 じゃないのですか

誰の心にもいる…心に飼っている…事

気づいてない…方など いない…はずです。

突如顔を上げてせせら笑う様に…

挑戦的な「魔」ですよ

まだまだご自分を

理解していない 様ですね

『平成 24 年 5 月の運 気
チャンスライン

』


