
冒頭の（今月)…標語

誰もが一度は 見た・手に?した「プリントゴッコ」…の産みの親…である 羽山 登さんの言葉…そして「経営理念」は「世界に類のないものを創る」

夢を諦めずに前に進む…術は…その為には 大きな決心が必要でしょう。その夢を現実に…具現化する…のは ただひたすらの「想い」そしてやり抜くという「決心」

私たちの日々に欠かせない「ただひたすら…」その言葉の後に続く…動く・働く・躰を動かす・心を働かせること・そのどれもが欠けては物事の成立はない…。

ご自分の「想い」と それを成し遂げるための決心「車の両輪」なんでしょうね。あなたの人生に…光輝いている「夢」は…ありますでしょうか?

そしてその「夢」を追い続ける気力や決心…が。なくても何もなくても…あなたの人生に咲く花…見つけられる生き方…そのものを「見つけて」みましょうよ。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 失敗なんて平気・へっちゃらです

って顔をして生きていて下さい どうせ

なら…それを人は開き直り?ってとるか

どうかは 他人次第です。ここまでくれ

ばドンと腰を据えて掛かりましょうよね

ただ…あなたの人生…後どれだけあるか

によりますが…どっちみち大した事なく

過ぎる…と 思うなら…ですが。どう…

ですか?何があっても頑張ってみせる!!

って…ですか? よっしゃ～ その気なら

応援しましょう しんどいよ～大丈夫!?

全般* いつまでグスグス言ってても埒
らち

…

あかん でしよう? ここらで家族の事より

あなたご自身の事…考えましょうよね…

仕事にも「気」が入ってない…って状態

からの脱出…です。商売をなさっている

方…は特に 家族…だけじゃ無く手を抜け

ないこと 沢山あります。職業にもよりま

すが 常にあなたを見ている方…あるのな

ら 人前に立つ…事 多いなら ご自分の

顔…鏡に写して下さい。笑顔を忘れては

あなた ご自身を生かせてない事に…なる

全般* どう!?ですか ご自分の顔…鏡に…

写して見て下さい。気持に正直に生きて

いますか? 正直過ぎて…誰かを傷つけて

いませんか そんな事知ったこっちゃない

って ですか それがあなたの「本性」…

なら 人間社会で通用する?!かな どこか

で少し…ルール違反じゃないですか 人間

関係は 嫌いと好き だけじゃ通用しない

「普通」も…ある はず? です「心の幅」

少し広げてみて…嫌い!!は「心の鏡」に

あなたの顔や心…がそのまま 写ってる!?

全般* 何気ない一言に…過敏に反応する

あなたの心…少し 荒
すさ

んでいる…と気づい

ていますか 何を目的に何の為…こうして

生きている…のか と 。今 している事…

例えば勉学の途中・悲しい・楽しい浪人

中…就職活動中・ など浮浪の身…の方も

少し 普段の 心位置に…ズレを感じて…

いるはず? のはず? ややこしいですが 一呼吸

置いて 深呼吸して 再度ご自身の心位置

点検
チェック

…です。人生の大きな夢や目的は…

簡単に叶わないし簡単に征服できないと!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 心の…体調の…管理 を 怠ってい

ませんか 何気なく発した言葉や愚痴は

そのまま ご自分の心に跳ね返って来る

ことを…感じていますか 今更…遅い…

なんて事 いっぱいでしょうね 口が先…

全てに…出ているのかも…あなたが誰か

に…嫌われている?のかな と 感じる事

有るのなら お分かり…なら かなりの…

軌道修正 必要かも…。人生の基本の基

忘れて…つい 言葉が 口が 先に出る…

のは 損得 計る…感情がむき出し?かも?

全般* 人生…やり直せれば 一体どう…

生きたいのでしょうね いろいろあった…

けれど これはこれで 良し なんて開き直

らないでしっかり振り返り立ち止まり…

してみませんか これから後の大切な人生

の為…です。年齢にもよる…でしょうが

子育て中・終わった方・いない方 それぞ

れに何らかな理由で 今 停止状態の方…

この後を大切にしなければ 生
う

まれてきて

生
い

きて…に 何の意味も残さない…様では

神仏
か み

さまに申し訳が立たないでしょうね

全般* 眠っている方の…心を覗ければ…

分かりやすいのにねぇ～心も躰も萎えて

立ちゆかない なんて事に理由
わ け

は…ある…

のです。指し示された事象を無視?した…

つもりはないけれど? 聞こえてなかった

いえ 理解しようとしてなかった…方の数

が多かったのかな。しっかりとご自分の

人生踏みしめて進んでおられる方もある

ってのにねぇ 一発逆転!?なんざぁ無いっ

て事 それぞれが それぞれの 人生歩めれ

ば…いいって事 に しときましょうかね

全般* 萎える心…躰…そんな事に心を…

思いを 過
よ

ぎらせていられない程 忙しい

ってですか 結構じゃないですかしっかり

動け・働けって事です。まだまだお暇は

頂けないんですよ。いえ 暇を持て余して

いる方も…運気の違い…って言ってしま

えば そうなんですが どこで 何で この

差…になる のかな 年齢や体験が醸し出

す「差」…だけじゃ 決してない…これは

どの「月生まれ」にも言えますが 積み立

てて来た「運」ご自身しか 為
な

し得ない事

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 一生懸命…が見える方…と 気力

が続かない方…そのままじゃきっと差に

繋がります。見えている道…進むべき道

その違いを…感じて欲しいです。忘れず

に…心を 萎えさせずに…ひたむきさを

忘れず 持ち続ける事 が 全てに繋がり

ます。少々の危機…すら 機会
チヤンス

に変えら

れるのです。あなた…なら…です。物事

すべてに「大丈夫!」は ない あなたが

本当の大丈夫にするのです。いえあなた

なら 出来るから伝えた「大丈夫!」です

全般*「9月生まれ」の続きです。生き方

問われている…気が しませんか? 心が…

少し 寄り道?気味です。いえ一生懸命は

わかるのですが 疲れ・忙しさ・心を亡く

しては…あなたが立ちゆかない はずです

パっとしない人生…ってぼやいている方

も パっとは あなた 次第…です。忙しく

て…しんどくても 辛くても 働けること

や それなりに元気な 躰・許されている

環境・そして家族…人生を しっかり歩け

ている・ご自身を大切にしていて下さい

全般* いかにご自分を生かすか…を 考え

て下さい。せっかく人として・人間とし

て生まれて来た事 もっともっと大切に…

して下さい。今生での「宿題・使命」を

早く見つけた方…が 勝ち かな 何もなく

すんなりと生まれて来たりはしないもの

です。あなたに あなただからという思い

込めて 神仏
か み

さまから お預かりした躰…

生命
いのち

・です。「他の為…」が眼目
がんもく

ならば

何を投げ打っても出来ること…あるはず

でも…そこまで考えなくても 軽～くいく

全般* ご自分の事…どう 想い・思います

か? 今何を考えていますか 毎日どの様に

して 生きていますか? 毎夜 眠る前に…

神仏
か み

さまに手を合わせていますか…何を

願って・何に祈って・何かに感謝して…

の祈りですか…。ご自分の考える・欲し

ている事 明確に心に・頭に ありますか

何のための日々なんでしょうね 改めて…

全てを細かく分析・考えて見て下さいね

何となく…日々が過ぎている 家族がいて

仕事があってそれでも心が退屈なのは何?

「夢＋決心＝戦略」 元 理想科学工業社長 羽山 登さんの言葉より

『2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 失敗なんて平気・へっちゃらですって

顔をして生きていて下さい

どうせなら…それを人は開き直り?って

とるかどうかは 他人次第です。

ここまでくればドンと腰を据えて掛かりましょうよね

ただ…あなたの人生…

後どれだけあるかによりますが…

どっちみち大した事なく過ぎる…と

思うなら…ですが。

どう…ですか?何があっても

頑張ってみせる!!って…ですか?

よっしゃ～ その気なら応援しましょう

しんどいよ～大丈夫!?

『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* いつまでグスグス言ってても

埒
らち

…あかん でしよう?

ここらで家族の事より

あなたご自身の事…考えましょうよね…

仕事にも「気」が入ってない…って

状態からの脱出…です。

商売をなさっている方…は

特に 家族…だけじゃ無く

手を抜けないこと沢山あります。

職業にもよりますが

常にあなたを見ている方…あるのなら

人前に立つ…事 多いなら

ご自分の顔…鏡に写して下さい。

笑顔を忘れては

あなた ご自身を生かせてない事に…なる

『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* どう!?ですか ご自分の顔…

鏡に…写して見て下さい。

気持に正直に生きていますか?

正直過ぎて…誰かを傷つけていませんか

そんな事知ったこっちゃないって ですか

それがあなたの「本性」…なら

人間社会で通用する?!かな

どこかで少し…ルール違反じゃないですか

人間関係は 嫌いと好き だけじゃ通用しない

「普通」も…ある はず? です

「心の幅」少し広げてみて…

嫌い!!は「心の鏡」にあなたの顔や心…が

そのまま 写ってる!?

『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 何気ない一言に…過敏に反応する

あなたの心…少し 荒
すさ

んでいる…と

気づいていますか

何を目的に何の為…こうして生きている…のか と。

今 している事…

例えば勉学の途中・悲しい・楽しい浪人中…

就職活動中・など浮浪の身…の方も

少し 普段の 心位置に…ズレを感じて…

いるはず? のはず? ややこしいですが

一呼吸置いて 深呼吸して

再度ご自身の心位置点検
チェック

…です。

人生の大きな夢や目的は…

簡単に叶わないし

簡単に征服できないと!



『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 心の…体調の…管理 を

怠っていませんか

何気なく発した言葉や愚痴は

そのまま ご自分の心に跳ね返って来ることを…

感じていますか

今更…遅い…なんて事 いっぱいでしょうね

口が先…全てに…出ているのかも…

あなたが誰かに…嫌われている?のかな と

感じる事有るのなら お分かり…なら

かなりの…軌道修正 必要かも…。

人生の基本の基忘れて…

つい 言葉が 口が 先に出る…のは

損得 計る…感情がむき出し?かも?



『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 人生…やり直せれば

一体どう…生きたいのでしょうね

いろいろあった…けれど

これはこれで 良し なんて開き直らないで

しっかり振り返り立ち止まり…してみませんか

これから後の大切な人生の為…です。

年齢にもよる…でしょうが

子育て中・終わった方・いない方

それぞれに何らかな理由で 今 停止状態の方…

この後を大切にしなければ

生
う

まれてきて生
い

きて…に

何の意味も残さない…様では

神仏
か み

さまに申し訳が立たないでしょうね



『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 眠っている方の…心を覗ければ…

分かりやすいのにねぇ～

心も躰も萎えて立ちゆかない なんて事に

理由
わ け

は…ある…のです。

指し示された事象を無視?した…

つもりはないけれど? 聞こえてなかった

いえ 理解しようとしてなかった…方の数が

多かったのかな。

しっかりとご自分の人生踏みしめて

進んでおられる方もあるってのにねぇ

一発逆転!?なんざぁ無いって事

それぞれが それぞれの 人生歩めれば…

いいって事 に しときましょうかね



8 月生まれの方

全般* 萎える心…躰…

そんな事に心を…思いを 過
よ

ぎらせていられない程

忙しいってですか 結構じゃないですか

しっかり動け・働けって事です。

まだまだお暇は頂けないんですよ。

いえ 暇を持て余している方も…

運気の違い…って言ってしまえば

そうなんですが どこで 何で この差…になる のかな

年齢や体験が醸し出す

「差」…だけじゃ 決してない…

これはどの「月生まれ」にも言えますが

積み立てて来た「運」

ご自身しか 為
な

し得ない事

『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 一生懸命…が見える方…と

気力が続かない方…

そのままじゃきっと差に繋がります。

見えている道…進むべき道

その違いを…感じて欲しいです。

忘れずに…心を 萎えさせずに…

ひたむきさを忘れず 持ち続ける事 が

全てに繋がります。

少々の危機…すら 機会
チヤンス

に変えられるのです。

あなた…なら…です。

物事すべてに「大丈夫!」は ない

あなたが本当の大丈夫にするのです。

いえあなたなら 出来るから

伝えた「大丈夫!」です

『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 9 月生まれ」の続きです。

生き方問われている…気が しませんか?

心が…少し 寄り道?気味です。

いえ一生懸命はわかるのですが

疲れ・忙しさ・心を亡くしては…

あなたが立ちゆかない はずです

パっとしない人生…って

ぼやいている方も パっとは あなた 次第…です。

忙しくて…しんどくても 辛くても 働けることや

それなりに元気な 躰・許されている

環境・そして家族…人生を

しっかり歩けている・ご自身を

大切にしていて下さい

『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* いかにご自分を生かすか…を 考えて下さい。

せっかく人として・人間として生まれて来た事

もっともっと大切に…して下さい。

今生での「宿題・使命」を

早く見つけた方…が 勝ち かな

何もなくすんなりと生まれて来たりはしないものです。

あなたに あなただからという思い込めて

神仏
か み

さまから お預かりした躰…生命
い の ち

・です。

「他の為…」が眼目
がんもく

ならば

何を投げ打っても出来ること…あるはず

でも…そこまで考えなくても 軽～くいく

『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* ご自分の事…どう想い・思いますか?

今何を考えていますか

毎日どの様にして 生きていますか?

毎夜 眠る前に…神仏
か み

さまに

手を合わせていますか…

何を願って・何に祈って・

何かに感謝して…の祈りですか…。

ご自分の考える・欲している事

明確に心に・頭に ありますか

何のための日々なんでしょうね

改めて…全てを細かく

分析・考えて見て下さいね

何となく…日々が過ぎている

家族がいて仕事があって

それでも心が退屈なのは何?

『平成 2４年 7 月の運 気
チャンスライン

』


