
冒頭の（今月)…標語

あなたが 仕事に対して 家族に対して ご自身の人生に…対して 夢に対して…「極
きわ

めたい」という思いに駆られること駆られたこと…

有りますでしょうか 「極
きわ

めたい…」「極
きわ

める…」その言葉に代表される…心の動き…働き そして輝き…そんなものを胸に抱えて生きています…でしょうか

今一度ご自分に問い掛けてみて下さい。誰もが同じ人生…同じ一生…ではないのですよ あなたには あなたの…誰にも負けない人生が…有ること。

お遍路で…道ばたに咲く小さな花に…小さな花の可愛さに感動した様に…誰もがその方…らしい 花・華 を 咲かせることできるのです。でした よね?

しゃがんでいないで…立ちましょう しっかりと太陽に向かうのです。恵の雨にも両手を広げて顔を上げ…そうです 目一杯全身に浴びるのです。

「ご自分と戦うために生まれて来た」そのこと忘れないでいて下さい。「心を耕すことを…」。も 「あなた…」という可愛い・力強い花…人の数だけあるはずの花です。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 日々の繰り返しこそが 大切で

大きな「試練
レッスン

」です。すべてを習慣化

することです。少しずつ…増えていく…

いえ 増やしていく そんな心づもりで…

対応です。出来ない「試練
レッスン

」は降りて

こない はずです。あなたなら 出来ます

出来る? はず です。…と 発破
はっぱ

をかけて

おきます。幅を 少し広げてみる ご自分

の心の幅…です。あなたに伸び代がある

なら…ですが しっかりと はっきりと…

言葉にしてみる…。伸び代は あります!

全般* 「唯々諾々
いいだくだく

…」事の善悪や是非に

関わらず…他人の言動に逆らわず…従う

なんだか辞典の様な…言語になりました

が…今 起こり得る事 目の前の事 のみに

焦点を合わせ 時の過ぎるに従い 過ごす

こと が 一番の 得策
とくさく

かも…知れませんね

きっと ご自分の思惑
おもわく

通りの結果に繋
つな

が

る様に…流れが変わる? やも…。我慢の

時と 考えて気長に…構えていて下さい。

そろそろ…日差しに 変化も見えるはず

今こそ日頃出来ない「勉強」の機会
チャンス

です

全般* 生き方・処し方…を ふり返って…

見て下さい。何方
どなた

にも言えることですが

ご自分の過ごした年月…長短
どれだけ

…ではなく

中身…を です。すべての方々が 心残り

なく両手
もろて

を上げて…良かった!!なんて事

ないはず…特にあなたに 今月お名指し?!

そのまま進めば 気づく事なく・過ぎれば

大きなしっぺ返し…が「ど壺
つぼ

」に 嵌
はま

る?

のに…気づかず? いえ 気づいていても…

止まらない「口害?」ですよね 心の中の

毒素…それが あなたの本性
ほんしょう

でしょう!?

全般* 心を…耳を 澄ませて 何事をも…

聞き逃さない…そんな生き方…を 最優先

に していて下さいね。神経を張り詰める

と 疲れます が 全てはご自分の成長に…

繋
つな

がるのです。あなたの心の先…その先

に「濃縮
のうしゅく

」された人生のエッセンスが

見える?様な…気が…。いえ 未だ早いの

かな 本番まで…あまり時間が無い様な…

有る様な…今「運気」に 迷い?行く先に

迷いかな 心が大きく変化を遂
と

げるには…

「時期
と き

」も「機会
チャンス

」も「心
おもい

」揃う事…

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* ご自分の来し方は大きな「運気」

や「機会
チャンス

」に繋
つな

がっているのですよね

職場・社会・家庭・大切にして頂きたい

その場所で…何の役にも立たない奴
やつ

だ

なんて 誹
そし

りが 生まれている?やも です

本当に 役立たず? なら…それはそれで

いいのですが ご自分じゃ立派にやれて

いる…と。それが問題…大きな問題です

積んで来た? はずの 少ない「運気」…

それを済
な

し崩
くず

しにして 進める訳ないと

分かってる? 性根入れ直し 出直しなッ!

全般* 躰・心・些細
ささい

なことから崩れます

心に何を抱
いだ

いているか 何に焦点
しょうてん

をあて

何に心を委
ゆだ

ねているか…が 大切な時…

です。生きていく…その為の方向性です

まだまだ…先が見えない方も…ご自分の

目の前の・最終の・目的は…人生をどう

構築
こうちく

し どう生きたいのかと 大きな展望

も含めて 今 一度ふり返る…。直ぐ先に

ある はず の それぞれの道に 繋
つな

がる道

あなたの心の故郷?かも知れない道にと…

繋
つな

げるのも外すのもあなたの心意気!次第

全般* 最近よく降るシトシト雨…の様に

晴れない空・心・想い・そして「運気」

そう!です ご自身が崩して?しまったの…

かも です。大切にしなければならない

口・言葉・慎まねば…運気は露
つゆ

と…消え

ます。片や…仕事に・生き方に・必死な

あなたは 大丈夫…でしたよね ただもう

少し心を…人への想いを…くみ取る努力?

が足りない様ですが…。でも 学ぼうと…

する姿勢は「教えて欲しいのではない」

等
など

と宣
のたま

う方より 大いに見込みありです

全般* 忙しい…って ですか 字の通り…

心を無くしつつ ですね。ご自分に取って

何が大切…なのか 再度 確認して下さい

「接心」の意味も…です。ご自身に夢が

なければ それでも結構です。何となく…

人生が過ぎれば…ですよね 好きに生きて

下さい。ご自分らしく…それも 又 一考
いっこう

かと…。同じ一生・人生なら 大きな夢に

向かって進みたい!…方のみに開かれて…

いる「道場」…です。他の方の為を考え

れば…あなたの出席なし…が いいのかも

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 頑張る・頑張らない は 別にして

新しい出発の方や 古巣に逆戻りの方…

忙しい「生まれ月」です これでいいの

かな?と少し立ち止まってみたいけれど

それも恐い?信じて?このまま…がいいの

かな? の方など 突き詰めれば進めない

先々の不安を押し隠し…行くッきゃない

のですよね。そう!!です。大丈夫…に…

するきャないのなら…信じましょうよね

信じてない方…には何事もなく神仏
か み

さま

のお声もないまま…です その方がいい?

全般* 夢をお持ちですか 夢に向かって…

いますか? ご自分を大切にしていますか?

大切なあまり…ご自分のみ になっていま

せんか? 家族や 友人 社会との隔
へだ

たりを

作っていませんか 何か…気に掛かる事

引っ掛かること…が。まッいいでしょう

うまく取り繕
つくろ

ってもボロは出てくる…

そのボロに押しつぶされる事もあります

あなたが良ければいい…と…しておきま

しょう。気持を切り替えて…「ご自分と

戦う為に生まれて来た」その事忘れない!

全般* ちょっとした心の揺れ…が…大変

な事に変化します・するのです。それを

体験?した方・免
まぬが

れた方 大きな分岐点…

でしたね。普段からしっかり聞き…心に

落とし込んでいれば…間違える事のない

道です。うまく通り過ぎた と 思っても

そうは問屋が卸さない…いえ神仏
か み

さまは

許して下さらないのです。ご自分が忘れ

ていても…結び目が 解
ほど

けたままの…人生

では…とても収支がつかないのですよね

託宣
たくせん

の言葉…を人生を大切にして下さい

全般* どこで間違えた?かな と 首を傾
かし

げ

て…いても 前には進めないのです 何も

かも明らかにする…何一つ秘密がない事

そんな人生…を 心に しっかりと落とし

込むのです。内緒…は ご自分に自信が

ない証拠 です。人の話をも聞けて…ない

のでしょうね。言葉のその向こう…心の

先…指し示された道…全てはご自分流に

解釈し 楽な方都合の良い方へ見てくれも

大切な要素だったり 汚れや格好気にした

りの綺麗ごと…人生 舐めてんですか ?!

「極める…」とは 限界を決めず…取り組むこと。

『2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 日々の繰り返しこそが 大切で

大きな「試練
レッスン

」です。すべてを習慣化することです。

少しずつ…増えていく…いえ 増やしていく

そんな心づもりで…対応です。

出来ない「試練
レッスン

」は降りてこない はずです。

あなたなら 出来ます出来る? はず です。

…と発破
は っ ぱ

をかけておきます。

幅を 少し広げてみる ご自分の心の幅…です。

あなたに伸び代があるなら…ですが

しっかりとはっきりと…言葉にしてみる…。

伸び代は あります!

『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 「唯々諾々
い い だ くだ く

…」事の善悪や是非に関わらず…

他人の言動に逆らわず…従う

なんだか辞典の様な…言語になりましたが…

今 起こり得る事 目の前の事 のみに焦点を合わせ

時の過ぎるに従い 過ごすことが

一番の 得策
とくさく

かも…知れませんね

きっとご自分の思惑
おもわく

通りの結果に繋
つな

がる様に…

流れが変わる? やも…。

我慢の時と考えて気長に…構えていて下さい。

そろそろ…日差しに 変化も見えるはず

今こそ日頃出来ない「勉強」の機会
チャンス

です

『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 生き方・処し方…を ふり返って…見て下さい。

何方
ど な た

にも言えることですが

ご自分の過ごした年月…長短
どれだけ

…ではなく

中身…を です。

すべての方々が 心残りなく両手
も ろ て

を上げて…

良かった!!なんて事ないはず…

特にあなたに 今月お名指し?!

そのまま進めば 気づく事なく・過ぎれば

大きなしっぺ返し…が「ど壺
つぼ

」に 嵌
はま

る?のに…

気づかず? いえ 気づいていても…止まらない

「口害?」ですよね 心の中の毒素…

それが あなたの本性
ほんしょう

でしょう!?

『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 心を…耳を 澄ませて

何事をも…聞き逃さない…

そんな生き方…を 最優先に していて下さいね。

神経を張り詰めると疲れます が

全てはご自分の成長に…繋
つな

がるのです。

あなたの心の先…その先に「濃縮
のうしゅく

」された人生の

エッセンスが見える?様な…気が…。

いえ 未だ早いのかな

本番まで…あまり時間が無い様な…有る様な…

今「運気」に 迷い?行く先に迷いかな

心が大きく変化を遂
と

げるには…

「時期
と き

」も「機会
チャンス

」も「心
おもい

」揃う事…



『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* ご自分の来し方は

大きな「運気」や「機会」に繋
つな

がっているのですよね

職場・社会・家庭・大切にして頂きたい

その場所で…何の役にも立たない奴
やつ

だなんて

誹
そし

りが 生まれている?やも です

本当に 役立たず? なら…それはそれでいいのですが

ご自分じゃ立派にやれている…と。

それが問題…大きな問題です

積んで来た? はずの 少ない「運気」…

それを済
な

し崩
くず

しにして 進める訳ないと分かってる?

性根入れ直し 出直しなッ!



『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 躰・心・些細
さ さ い

なことから崩れます

心に何を抱
いだ

いているか 何に焦点
しょうてん

をあて

何に心を委
ゆだ

ねているか…が 大切な時…です。

生きていく…その為の方向性です

まだまだ…先が見えない方も…

ご自分の目の前の・最終の・目的は…

人生をどう構築
こうちく

し どう生きたいのかと

大きな展望も含めて 今 一度ふり返る…。

直ぐ先にある はず の それぞれの道に

繋
つな

がる道あなたの心の故郷?

かも知れない道にと…

繋げるのも外すのも

あなたの心意気!次第



『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 最近よく降るシトシト雨…の様に

晴れない空・心・想い・そして「運気」そう!です

ご自身が崩して?しまったの…かも です。

大切にしなければならない口・言葉・慎まねば…

運気は露
つゆ

と…消えます。

片や…仕事に・生き方に・必死なあなたは

大丈夫…でしたよね

ただもう少し心を…人への想いを…

くみ取る努力?が足りない様ですが…。

でも 学ぼうと…する姿勢は

「教えて欲しいのではない」等
など

と宣
のたま

う方より

大いに見込みありです



8 月生まれの方

全般* 忙しい…って ですか

字の通り…心を無くしつつ ですね。

ご自分に取って何が大切…なのか

再度 確認して下さい

「接心」の意味も…です。

ご自身に夢がなければ それでも結構です。

何となく…人生が過ぎれば…ですよね

好きに生きて下さい。

ご自分らしく…それも 又 一考
いっこう

かと…。

同じ一生・人生なら

大きな夢に向かって進みたい!…方のみに

開かれて…いる「道場」…です。

他の方の為を考えれば…

あなたの出席なし…が いいのかも

『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 頑張る・頑張らない は

別にして新しい出発の方や

古巣に逆戻りの方…忙しい「生まれ月」です

これでいいのかな?と

少し立ち止まってみたいけれど

それも恐い?信じて?このまま…がいいのかな?

の方など 突き詰めれば進めない先々の不安を

押し隠し…行くッきゃないのですよね。

そう!!です。大丈夫…に…するきャないのなら…

信じましょうよね

信じてない方…には何事もなく

神仏
か み

さまのお声もないまま…です

その方がいい?

『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 夢をお持ちですか

夢に向かって…いますか?

ご自分を大切にしていますか?

大切なあまり…ご自分のみ になっていませんか?

家族や 友人 社会との隔
へだ

たりを作っていませんか

何か…気に掛かる事引っ掛かること…が。

まッいいでしょう

うまく取り繕
つくろ

ってもボロは出てくる…

そのボロに押しつぶされる事もあります

あなたが良ければいい…と…しておきましょう。

気持を切り替えて…

「ご自分と戦う為に生まれて来た」

その事忘れない!

『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* ちょっとした心の揺れ…が…

大変な事に変化します・するのです。

それを体験?した方・免
まぬが

れた方

大きな分岐点…でしたね。

普段からしっかり聞き…心に落とし込んでいれば…

間違える事のない道です。

うまく通り過ぎた と思っても

そうは問屋が卸さない…

いえ神仏
か み

さまは許して下さらないのです。

ご自分が忘れていても…

結び目が 解
ほど

けたままの…人生では…

とても収支がつかないのですよね

託宣
たくせん

の言葉…を

人生を大切にして下さい

『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* どこで間違えた?かな と

首を傾
かし

げて…いても 前には進めないのです

何もかも明らかにする…

何一つ秘密がない事

そんな人生…を 心に しっかりと落とし込むのです。

内緒…は ご自分に自信がない証拠 です。

人の話をも聞けて…ないのでしょうね。

言葉のその向こう…心の先…指し示された道…

全てはご自分流に解釈し

楽な方都合の良い方へ見てくれも

大切な要素だったり

汚れや格好気にしたりの綺麗ごと…

人生 舐めてんですか ?!

『平成 2４年 8 月の運 気
チャンスライン

』


