
冒頭の（今月)…標語

この言葉を…どの「月生まれ」の方の冒頭にも付けて「今月の運気」を 書き始めたい…そんな思いが強く…て 「心の鏡」磨けば 人様の良いところ…

綺麗なもの 写ります・映ります それがあなたご自身へも伝播し 綺麗なあなたの心が動きだすのです。 もう一つ…言葉も…磨いて下さい。

良い言葉で…笑顔で…ステキな 立ち居振る舞いも…伝播させたいもの…ですね。 誰でもない 私
わたくし

たちから…この安楽寺から…です。

そうです 一人より・二人・三人・とご自分の家族とお隣へ 狭い範囲ですが 袖すり合うもご縁…ですよ お商売の方…は それこそ「商売繁盛」に

と つながります。その笑顔が ご参詣の方たちに 伝播…して 笑顔でお帰り頂けたら…うれしいですよね。その笑顔のまま…得意先に…と。

勿論 あなたもその笑顔のまま 会社に出勤…です。いつも話している「何か良いことあったの…」と周りの方たちに言われたい・言わせたい…ものですねぇ～。

しっかりと「心の鏡」磨けば…磨いていれば…確実に何かが 変わります。人生の波風に耐えられる 強いあなたに 感謝を忘れないあなたに そして運気にと…。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* ご自分の「心の鏡」を…磨いてい

ますか この言葉は 何度も何度も…書い

ています 伝えてもいますよね 勿論…

あなた…だけに じゃなく常に心に染み

こませていて欲しいから…ですが 特に

今月は…しっかりと…です。一点の曇り

も無いように です。何か…が 動くかも

どんな些細なことをも見逃さない…様に

出会いの中に隠されている「伏線」が…

きっと鍵…なのかも…です。曇りのない

心が相手の「美・善・陽・楽」関知する

全般* あなたは「心の鏡」磨いています

か 今更…何を でしょうけれど…職業柄?

何事にも敏感に…対処できる・出来なけ

れば の方…なら ごく普通の心構えです

よね そう!!です その心がけか生きて…

くる月…かもです。こんな時こそ 日頃…

積んだ「運気」が生かせるはず…ですよ

積んで…いた?かなぁ～って 情けない声

出さない…!!気をしっかり持って…たと

えば 運気の先取り…なんてことも…あり

かな?位…考えなさいよ 大丈夫にしよう

全般* 「心の鏡」磨いていますか この

言葉…心に刺さりませんか!?何が基準で

そんな風に 偉そうに 踏ん反り返ってい

られる?のかな 向かうところ敵なしって

ですか 気づかないだけ…です。いえ 気

づいているから…先手 ですか それが又

運気を失う…運気の先付け「手形」に…

なってしまって…先月の様に…「ど壺」

に嵌
はま

る・羽目に…と。見る人は見ている

・見られているのです 神仏
か み

さまがおられ

なくなる?…見放されても…ＯＫ?ですか?

全般* 「心の鏡」の磨き方 ご存じですか

ご自分だけ・一人だけ じゃ磨けないって

分かっていますよね?「倖せ」の文字と…

同じ…です。誰か横に…人がいる…はず

です。そう!です すり合わせて…磨くの

でしたね。あなたの 得意?とするところ?

です。考えているだけじゃ～ダメだって

知っていますよね。そうです 実行ある

のみってことです。さぁ手を出して…声

を出して みんなで 一緒に…未来を見つ

めて…何だか 大層な話に…なりましたね

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 「心の鏡」磨く綺麗な布…持って

いますか 布がきれいでなくては…意味

ないのですよ 常に洗濯・選択 です。何

があっても変わらぬ心の位置…それが…

大切です 頑固の塊だと 意味なさないと

知っていますか 全てはご自分流!…結構

じゃないですか それが正しければ…で

すが 曲がった心で見たものは…真っ直

ぐに見えても…曲がっているのですよ…

あなたは鏡…より心の眼鏡…が曇ってい

る…のかもね 直せない…事はないはず?

全般* 「心の鏡」磨くこと…大切な時期

です。過去にあった・起きた事…やって

しまった失敗…人の思いを踏みにじる…

様な行為…大層ですが 人生の汚点に?

なっていませんか…この後も続く…人生

で 取り返せる?機会
チャンス

…かもです しっかり

磨いて役に立つ…思いを汲
く

める･至
いた

れる…

そんな あなたに…と 変身の機会
チャンス

…です

すべては「心の鏡」の磨き方…その鏡に

映る・写る あなたが きれい…か どうか

に 掛かっているのです。大丈夫…です!!

全般* 「心の鏡」なんて…考えたことも

ない…方も…そうして過ごせていた方…

いらっしゃるかな…幸せ…ですよね 何の

心配もなく…人生が過ぎていくなんて…

考えられない程の 幸せなこと なんです

でも…油断しないこと…です。幸せは…

その真っ直中にいる時は 分からないもの

です。不幸せ・何事もなく・退屈な時…

こそ 幸せの始まりだったりするのです。

しっかりと「心の鏡」磨き込んで下さい

体調の変化にも 影響あります。磨け磨け

全般* ご自分には…関係ない…ってです

か「心の鏡」持っていない人はいないの

です。気づかないって振り…知らん顔…?

う～ん頑固者…振
ぶ

る? そんなことよりも

しっかり磨けよな 少し曇っている?よ 躰

にも…障
さわ

るからね 周りへの影響も…出る

夫婦・職場・友人・親子も…何気ない…

一言でも 心を込める…それが磨きへと…

変化…そして 進化 簡単じゃん!何気ない

気配りや仕草 この頃 出来てないって事

気づいた?かな…優しい心が光るから…ね

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* あなたも「心の鏡」磨く事忘れて

暮らしてる? どうですか 少し危険な…

性格…です。油断すると目線が変わる方

ですよね。大切なお金…儲けるより・も

増やすより・も 使い方の…工夫が必要

それが有効な…時だと…お見受けします

が 如何?…ですか だからこそ…生きた

使い方…したい…考えたいもの…人様か

ら 必要とされている事…大切な運気に

繋がります。それを断ち切って離れての

人生は 敗北に 繋がる?…大丈夫?ですか

全般* 「心の鏡」磨けて?ませんでしたね

ご自分のこと…最優先…でした。結果が

見えない…から 済んでいる?いえ続いて

いるのです。曇る ってこと位
ぐれぇ

で済みゃ

法律も・神仏
か み

さまも 要
い

りゃすめぇ～よね

他への影響だって…大変
てぇへん

だっつうのに…

なぁ～んてお怒り?ですよね。磨く…前の

段階…にも戻せない…美しい布…重ねて

重ねて…綺麗に洗った手を添えて優しく

そっと添えて…心を静めて・鎮めて 磨き

直しを…残された機会
チャンス

…逃
のが

さない事です

全般* 「心の鏡」を 磨いてみませんか…

「うん?」と思う…あなたの顔…見えます

心を込めて 心に…と常に心がけている…

つもり…ですものね。結果として見えて

こない…のは ちょっと悲しい…事ですね

何かが…足りない のでしょう 気を遣い

過ぎ…ても 役に立たないこともあります

誰かのため…即
すなわ

ち あなたの為 なんだと

自覚して下さい。きれい事ではなくそれ

が 即 家族・兄弟姉妹・親子・ぜ～んぶ

に 繋がる 倖せ…に。大丈夫! 頑張れ!!

全般*「心の鏡」…磨けてますでしょうか

少し…自信ない?…でしょうね 最近の…

あなた ご自分すら 見えていないのに…

誰かの為は…かけ声倒れに 自身の心の中

覗かなくても 信じて いて下さい 大丈夫

です。常に変わらぬ心を…見つめる先を

無くさなければ・外
はず

さなければ 遅れは…

取り戻せます・迷わないことです。進め

ます。体調の変化も…「日にち薬」です

ゆったりと構えていて下さい。でもアホ

も バカも だめですよ 人間として賢い事

「心の鏡」磨いていますか。あなたの「心の鏡」曇っていませんか

『2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* ご自分の「心の鏡」を…磨いていますか

この言葉は 何度も何度も…書いています

伝えてもいますよね

勿論… あなた…だけに じゃなく

常に心に染みこませていて欲しいから…ですが

特に今月は…しっかりと…です。

一点の曇りも無いように です。

何か…が 動くかも

どんな些細なことをも見逃さない…様に

出会いの中に隠されている

「伏線」が…きっと鍵…なのかも…です。

曇りのない心が

相手の「美・善・陽・楽」関知する

『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* あなたは「心の鏡」磨いていますか

今更…何を でしょうけれど…

職業柄?何事にも敏感に…対処できる・

出来なければ の方…なら

ごく普通の心構えですよね

そう!!です その心がけか生きて…くる月…かもです。

こんな時こそ 日頃…積んだ「運気」が

生かせるはず…ですよ

積んで…いた?かなぁ～って

情けない声出さない…!!

気をしっかり持って…

たとえば 運気の先取り…なんてことも…ありかな?

位…考えなさいよ

大丈夫にしよう

『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 「心の鏡」磨いていますか

この言葉…心に刺さりませんか!?

何が基準でそんな風に 偉そうに

踏ん反り返っていられる?のかな

向かうところ敵なしってですか

気づかないだけ…です。

いえ 気づいているから…先手 ですか

それが又運気を失う…

運気の先付け「手形」に…なってしまって…

先月の様に…「ど壺」に嵌
はま

る・羽目に…と。

見る人は見ている・見られているのです

神仏
か み

さまがおられなくなる?…

見放されても…ＯＫ?ですか?

『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 「心の鏡」の磨き方 ご存じですか

ご自分だけ・一人だけ じゃ磨けないって

分かっていますよね?

「倖せ」の文字と…同じ…です。

誰か横に…人がいる…はずです。

そう!です すり合わせて…磨くのでしたね。

あなたの 得意?とするところ?です。

考えているだけじゃ～ダメだって

知っていますよね。

そうです 実行あるのみってことです。

さぁ手を出して…声を出して

みんなで 一緒に…未来を見つめて…

何だか 大層な話に…なりましたね



『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 「心の鏡」磨く綺麗な布…持っていますか

布がきれいでなくては…意味ないのですよ

常に洗濯・選択 です。

何があっても変わらぬ心の位置…

それが…大切です

頑固の塊だと意味なさないと知っていますか

全てはご自分流!…結構じゃないですか

それが正しければ…ですが

曲がった心で見たものは…

真っ直ぐに見えても…曲がっているのですよ…

あなたは鏡…より心の眼鏡…が

曇っている…のかもね

直せない…事はないはず?



『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 「心の鏡」磨くこと…大切な時期です。

過去にあった・起きた事…やってしまった失敗…

人の思いを踏みにじる…様な行為…大層ですが

人生の汚点に? なっていませんか…

この後も続く…人生で 取り返せる?機会
チャンス

…かもです

しっかり磨いて役に立つ…

思いを汲
く

める･至
いた

れる…

そんな あなたに…と変身の機会
チャンス

…です

すべては「心の鏡」の磨き方…

その鏡に映る・写る あなたが きれい…か

どうかに 掛かっているのです。

大丈夫…です!!



『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 「心の鏡」なんて…考えたこともない…方も…

そうして過ごせていた方…

いらっしゃるかな…幸せ…ですよね

何の心配もなく…人生が過ぎていくなんて…

考えられない程の 幸せなことなんですでも…

油断しないこと…です。

幸せは…その真っ直中にいる時は

分からないものです。

不幸せ・何事もなく・退屈な時…こそ

幸せの始まりだったりするのです。

しっかりと「心の鏡」磨き込んで下さい

体調の変化にも 影響あります。

磨け磨け



8 月生まれの方

全般* ご自分には…関係ない…ってですか

「心の鏡」持っていない人はいないのです。

気づかないって振り…知らん顔…?

う～ん頑固者…振
ぶ

る?

そんなことよりもしっかり磨けよな

少し曇っている?よ 躰にも…障
さわ

るからね

周りへの影響も…出る

夫婦・職場・友人・親子も…

何気ない…一言でも 心を込める…

それが磨きへと…変化…

そして 進化 簡単じゃん!

何気ない気配りや仕草

この頃 出来てないって事

気づいた?かな…

優しい心が光るから…ね

『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* あなたも「心の鏡」磨く事忘れて 暮らしてる?

どうですか 少し危険な…性格…です。

油断すると目線が変わる方ですよね。

大切なお金…儲けるより・も増やすより・も

使い方の…工夫が必要

それが有効な…時だと…お見受けします が

如何?…ですか

だからこそ…生きた使い方…したい…考えたいもの…

人様から 必要とされている事…

大切な運気に繋がります。

それを断ち切って離れての 人生は

敗北に 繋がる?…大丈夫?ですか

『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 「心の鏡」磨けて?ませんでしたね

ご自分のこと…最優先…でした。

結果が見えない…から 済んでいる?

いえ続いているのです。

曇る ってこと位
ぐれぇ

で済みゃ

法律も・神仏
か み

さまも 要
い

りゃすめぇ～よね

他への影響だって…大変
てぇへん

だっつうのに…

なぁ～んてお怒り?ですよね。

磨く…前の段階…にも戻せない…

美しい布…重ねて 重ねて…

綺麗に洗った手を添えて優しくそっと添えて…

心を静めて・鎮めて 磨き直しを…

残された機会
チャンス

…逃
のが

さない事です

『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 「心の鏡」を 磨いてみませんか…

「うん?」と思う…あなたの顔…見えます

心を込めて 心に…と常に心がけている…

つもり…ですものね。

結果として見えてこない…のは

ちょっと悲しい…事ですね

何かが…足りない のでしょう

気を遣い過ぎ…ても 役に立たないこともあります

誰かのため…即
すなわ

ち あなたの為

なんだと自覚して下さい。

きれい事ではなくそれが

即 家族・兄弟姉妹・親子・ぜ～んぶに

繋がる 倖せ…に。

大丈夫! 頑張れ!!

『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般*「心の鏡」…磨けてますでしょうか

少し…自信ない?…でしょうね

最近の…あなた ご自分すら 見えていないのに…

誰かの為は…かけ声倒れに

自身の心の中覗かなくても 信じて いて下さい

大丈夫です。

常に変わらぬ心を…

見つめる先を無くさなければ・外
はず

さなければ

遅れは…取り戻せます・

迷わないことです。進めます。

体調の変化も…「日にち薬」です

ゆったりと構えていて下さい。

でもアホも バカも だめですよ

人間として賢い事

『平成 2４年 9 月の運 気
チャンスライン

』


