
冒頭の（今月)…標語

あなたの「心」ｎ奥底に…眠っているもう一人のあなた…に 問いかけているのです 「目を覚ましていますか(惺惺着)」という声。（禅の言葉です）

生活に 仕事に 変化や 刺激がない…と人間は楽な方に流れやすいもの 平凡な毎日…時間管理も 体調管理も ついつい疎
おろそ

かになりがち…ですが

ご自分の管理は ご自分しか為し得ない のです。誰かのせいにすれば…楽…ですよね それを正すという「本心」は… 眠っていませんか?

つい楽な道を選ぶ…あなたのその心…怠け癖 ついていませんか 体調も 心の調整も…必要な時… でしょうけれど 常にご自分に問い掛けること問い続ける事

忘れずにいて下さい。「あなた」という人間は この広い世界で たったひとり…です。とても大切で貴い存在…だと言うことを…忘れて欲しくないのです。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 常識・非常識…以前の問題…です

生き方や考え方…今一度 なぞってみて

下さい 息さえしていれば生きられる?っ

て ですか 生きてさえいれば いいって

ですか 少し…違いませんか 人間は…

それなりに何らかの役割を担って生まれ

生きて行くもの だと 考えられませんか

「ご自分と戦う為に生まれて来た」こと

忘れないで下さい。口が 酸っぱくなる

ほど 伝えています。何歳でも遅くない

とはいえ やり直しに時間が掛かりすぎ!

全般* ご自分のこと…家族のこと 仕事

社会生活 全てを放～り出して…なんて

考えてみても詮
せん

ないこと…です。引き受

けて…背負って 立つ…です。時が…解決

なんてこともあてにしないで下さい 今…

この今を 乗り越えれば「春」は 来るの

です。生まれ年…にもよりますが 大きな

飛躍の方や…よれよれの運気…でも 乗り

越えられれば 皆 全ての状態を修正して

正常に動き・働きだすのです。少し辛抱

していて下さい 健康…には 気をつける

全般* 何事も無く…なんて無いはずなの

に 油断をしてしまうのは気の緩み？…で

しょうか その心の緩みに…躰が反応…

するのですね 負けていてどうなるのです

か 大きな目的…あれば 頑張れる…はず

何の目的もない…って方 あなたを見つ

めている方…あるやも 知れませんよね…

人生に 何の目的も夢もなくても 時間は

過ぎていきます。一年で一歳 歳は重なっ

て行きます。重ねた分…心も 懐も豊かに

ならなけりゃ 人生の意味がないって思う

全般* 六月…になりました。目的を 夢を

持って人生を闊歩している方…着実に進

んでいる…と 実感していますか 夢や…

目標 霞
かす

んでいる方も…。いよいよ 夏が

間近に 迫ってきて…気持に焦りが…です

か この夏…あなたが少し大人に成れる？

かも…いえ 年齢的に充分過ぎる位大人…

ですって 知っていますよ でも 中身の…

充実を…どれ位 計れるかって事…ですよ

大丈夫!にしましょうね。かなり安売りの

大丈夫…ですが 何でもいいのですからね

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 4～5月にかけて…何かが…揺れた

方 それでもご自分の思い・想いを大事

にして 結果へと繋げた あなた…立派…

でしたよ その調子でこの後の人生も…

あの方と…大切に過ごして下さい。さぁ

て あなたはどうなの…同じ５月生まれ

でも いろいろな方 あり ですよね 夢に

向けて…って程の夢をお持ちでも…形に

する為 頑張っていますか？ つもり…で

しかない?のじゃないですか 心に発破…

かけて残りの半年…頑張れ!…ますよね?

全般* あなたの誕生月…です。何歳に…

なりましたか?それに相応しい 生き方…

出来ていますか 全てのことは 叱られて

いる内が花…です。裏で せせら笑って

いても 何気ない平静な顔で 付き合って

いる人が多いと…気づいて下さい。バカ

に付ける薬はない…の 喩
たと

え通りに なら

ない様に…。大切な時間です 一瞬をも

大切にして この後の人生に掛ける決心…

した人は…特に大事なこと 忘れず走る

同じ月生まれでも…まッいいかって人も!

全般* 明暗…分
わ

けッ放し…ですよね 調整

が 悪い…のでしょうね 。何
いず

れにしても

どなたも 体調はすぐれなかった?…かな?

ただ 言えることはこの後の「結果」が

大きく作用します…する…でしょうね…

それが楽しみ?・苦しみ に変わるはず…

です。「親の意見と茄子
なすび

の花は…」 の…

喩
たと

えの様に…聞くべきこと・聞くべき声

どれだけ守れたか 聞けたか に 尽きます

まッ そんなもの…そんな程度 でしょう

唯
わたくし

の役目なんざぁ～知れてるッこと！

全般* 「元気…ですかぁ～」どなたかの

セリフ でしたね そのまま あなたに…

差し上げます。少し 取り戻せていますか

昔とった杵柄
きねづか

…なんて言葉がありますが

ご自分の 目標なり 夢なりを 忘れずに…

いて下さい。今も続く夢なら尚 結構です

追いかけるもの 有る内に…守るものある

内に…しっかりと 働く・働く のです…

ご自分の「運気」が消えない内に…です

積んで来た…つもり なら ですが 頼り

ない位の運気…でも頑張れば 道は開ける

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 新しい事の始まりから 何ヶ月…

何が 掴めましたか 何か心に引っ掛かり

ましたでしょうか 進んでいるのか…止

まっているんか? いえ 決して停滞…で

はない でしょうけれど 何だか歯切れ

が悪い ですよね 要らない事柄に 手を

染めて 手を取られて 後戻り?でしょう

か きっと あなたらしい?のでは あちら

こちらに手を出しては 放
ほ

ッぽり出して

穴ポコだらけ…ですよね 振り返った事

ありますか あんたの通った道…をです!

全般* あなたもきっと同じです。９月生

まれと…。通って来た道少し振り返って

見て下さい。これでいいなんて事きっと

無い…でしょうね 常に何かを忘れて生き

ています。ご自分の…性格すら…忘れら

れる? 常に前向き…とあなたも…他人も

思っているはずですが 何を指して前向き

ですか 良い言い方をすれば…でしょうね

ご自身にも分からない 心の奥底を…本当

に大切なもの…忘れないで下さい。自分

が輝ける事!それは人の中にいて…ですよ

全般* 兄弟・姉妹で一番輝いていますか?

あなたの心遣いに…勝てる人って誰?です

か ひたむきに誰かの為…出来る人…で…

居続けて下さい。目のある人は…見てい

ますよ きっと大丈夫…です。家族の中で

埋もれていても…全てが上手
う ま

くいく…為

なら 頑張れる方…かも です。決して…

買い被り?で無いこと 祈ります。いい人

で 有り続ける 必要はない でしょう…

けれど あなた らしく 慎ましく そっと

家族の為 誰かの為 を 続けられる様に!

全般* 又今月も 1月生まれと…似た様な

…。良い意味で…なくて です。常識とか

非常識とか の問題じゃなく ご自身の…

認識力・問題意識…かも です。世間を…

狭くして 姿勢を低くして 暮らせば通り

過ぎ…たりは しない問題です。ご自身の

心を どう開放・解放 し 何ものにも囚わ

れない 広い大きな心を育てるその事から

始める。物事の判断力は 狭いケチくさい

見方をやめ 大らかに 物事を捉える事…

欲しけれや何でも持ってけ命すらくれてやらぁ～って

「惺 惺 着」(せいせいじゃく) 心がまぁるくなる禅語 より

『24 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 常識・非常識…以前の問題…です

生き方や考え方…今一度 なぞってみて下さい

息さえしていれば生きられる?って ですか

生きてさえいれば いいってですか

少し…違いませんか

人間は…それなりに何らかの役割を担って

生まれ生きて行くもの だと考えられませんか

「ご自分と戦う為に生まれて来た」こと

忘れないで下さい。

口が 酸っぱくなるほど 伝えています。

何歳でも遅くないとはいえ

やり直しに時間が掛かりすぎ!

『平成 24 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* ご自分のこと…家族のこと

仕事社会生活 全てを放～り出して…

なんて考えてみても詮
せん

ないこと…です。

引き受けて…背負って 立つ…です。

時が…解決なんてことも

あてにしないで下さい

今…この今を 乗り越えれば

「春」は 来るのです。

生まれ年…にもよりますが

大きな飛躍の方や…よれよれの運気…でも

乗り越えられれば 皆

全ての状態を修正して正常に動き・働きだすのです。

少し辛抱していて下さい

健康…には 気をつける

『平成 24 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 何事も無く…なんて無いはずなのに

油断をしてしまうのは気の緩み？…でしょうか

その心の緩みに…躰が反応…するのですね

負けていてどうなるのですか

大きな目的…あれば 頑張れる…はず

何の目的もない…って方

あなたを見つめている方…あるやも

知れませんよね…

人生に 何の目的も夢もなくても

時間は過ぎていきます。

一年で一歳 歳は重なって行きます。

重ねた分…心も 懐も豊かにならなけりゃ

人生の意味がないって思う

『平成 24 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 24 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 六月…になりました。

目的を 夢を持って人生を闊歩している方…

着実に進んでいる…と実感していますか

夢や…目標 霞
かす

んでいる方も…。

いよいよ 夏が間近に 迫ってきて…

気持に焦りが…ですか

この夏…あなたが少し大人に成れる？かも…

いえ 年齢的に充分過ぎる位大人…ですって

知っていますよ

でも 中身の…充実を…

どれ位 計れるかって事…ですよ

大丈夫!にしましょうね。

かなり安売りの大丈夫…ですが

何でもいいのですからね



『平成 24 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 4～5 月にかけて…何かが…揺れた方

それでもご自分の思い・想いを大事にして

結果へと繋げた あなた…立派…でしたよ

その調子でこの後の人生も…

あの方と…大切に過ごして下さい。

さぁて あなたはどうなの…

同じ５月生まれでも いろいろな方 ありですよね

夢に向けて…って程の夢をお持ちでも…

形にする為 頑張っていますか？

つもり…でしかない?のじゃないですか

心に発破…かけて残りの半年…

頑張れ!…ますよね?



『平成 24 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* あなたの誕生月…です。

何歳に…なりましたか?

それに相応しい 生き方…出来ていますか

全てのことは 叱られている内が花…です。

裏で せせら笑っていても

何気ない平静な顔で 付き合っている人が

多いと…気づいて下さい。

バカに付ける薬はない…の 喩
たと

え通りに

ならない様に…。大切な時間です

一瞬をも大切にして

この後の人生に掛ける決心…した人は…

特に大事なこと 忘れず

走る同じ月生まれでも…

まッいいかって人も!



『平成 24 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 明暗…分
わ

けッ放し…ですよね

調整が 悪い…のでしょうね 。

何
いず

れにしてもどなたも 体調は

すぐれなかった?…かな?

ただ 言えることはこの後の「結果」が

大きく作用します…する…でしょうね…

それが楽しみ?・苦しみ に変わるはず…です。

「親の意見と茄子の花は…」の…喩
たと

えの様に…

聞くべきこと・聞くべき声

どれだけ守れたか 聞けたか に 尽きます

まッそんなもの…そんな程度 でしょう

唯
わたくし

の役目なんざぁ～知れてるッこと！



8 月生まれの方

全般* 「元気…ですかぁ～」

どなたかのセリフ でしたね

そのまま あなたに…差し上げます。

少し 取り戻せていますか

昔とった杵柄
きねづか

…なんて言葉がありますが

ご自分の 目標なり夢なりを

忘れずに…いて下さい。

今も続く夢なら尚 結構です

追いかけるもの 有る内に…守るものある内に…

しっかりと働く・働くのです…

ご自分の「運気」が消えない内に…です

積んで来た…つもりなら ですが

頼りない位の運気…でも

頑張れば 道は開ける

『平成 24 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 新しい事の始まりから

何ヶ月…何が 掴めましたか

何か心に引っ掛かりましたでしょうか

進んでいるのか…止まっているんか?

いえ 決して停滞…ではない でしょうけれど

何だか歯切れが悪い ですよね

要らない事柄に 手を染めて

手を取られて 後戻り?でしょうか

きっとあなたらしい?のでは

あちらこちらに手を出しては 放
ほ

ッぽり出して

穴ポコだらけ…ですよね

振り返った事ありますか

あんたの通った道…をです!

『平成 24 年 6 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 6 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 兄弟・姉妹で一番輝いていますか?

あなたの心遣いに…勝てる人って誰?ですか

ひたむきに誰かの為…出来る人…で…

居続けて下さい。

目のある人は…見ていますよ

きっと大丈夫…です。

家族の中で埋もれていても…

全てが上手
う ま

くいく…為なら

頑張れる方…かも です。

決して…買い被り?で無いこと祈ります。

いい人で 有り続ける 必要はない でしょう…

けれど あなた らしく慎ましく

そっと家族の為 誰かの為 を

続けられる様に!

『平成 24 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 又今月も 1月生まれと…似た様な…。

良い意味で…なくて です。

常識とか非常識とか の問題じゃなく

ご自身の…認識力・問題意識…かも です。

世間を…狭くして 姿勢を低くして

暮らせば通り過ぎ…たりは しない問題です。

ご自身の心を どう開放・解放 し

何ものにも囚われない

広い大きな心を育てる

その事から始める。

物事の判断力は 狭いケチくさい見方をやめ

大らかに 物事を捉える事…

欲しけれや 何でも持ってけ

命すらくれてやらぁ～って

『平成 24 年 6 月の運 気
チャンスライン

』


