
冒頭の（今月)…標語

「守る」と「守られる」は セットです。…と書きました そうなんですよね 「守る」からこそ 「守られる」んですよね 法律も…規律も…。

あなたの心に芽生えた…信仰も…神仏
か み

さまに手を合わせ…日々のお給仕を…経文を唱えるから…神仏
か み

さまは…お側にいて下さるのです。

信じる…と言う心や 行いを・正せる という心を 添えて・自身も・そして 言葉と共に…どんな形であれ 常に 心に「み仏
ほとけ

さま」を…そして共にあること…。

「守る」から 「守られる」は 人生で とても 大切な 「セット」です…それは 人生そのもの…なんです。きっとあなたが 生まれて来る時 決めていたはずの…

「約束事」「決めごと」なんでしょう。今世は 「こう生きたい」と決めた・決めて来たこと「守る」から きっと次の生も…「守られる」ことに繋がるのでしょう

そんな約束ごと…思い出せば…想い出せれば あなたの生き方 皆さんの生き方 変わるのに…と 唯
わたくし

は ちょっと悔しいです。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 先月も…恙

つつが

なく 過ごせました…

でしょうか?ご自分が 気つかず過ごして

いるやも…と 言う思いに 駆られたりも

しながら 不安げにも 見えます でも…

きっと大丈夫…でしょう そんな心配が

心を占めるのは 気づきが出来ている…

って証拠…かも…。でも それだけじゃ

済まないのが人生…です が 日々の繰り

返しを粗末にしないこと…でしょうね

常に 積み重ねる その事 忘れなければ

変化なく見えても少しずつ進んでるはず

全般* なぜかすっきりしないって ですか

何ごともなく…なんて 幸せじゃないでし

ょうか 多少の心の揺れ…位 なんてこと

ない家族全員が…それなりに 恙
つつが

ない方

調子の出ない方 心に歯止めを掛けること

掛けられ様に過ごすこと 大切にしていれ

ば 乗り越えられますよね 悩みなんて…

その程度…なんです。大きな揺れ…じゃ

なくても それが 大きくならない様に心

を砕くのは…あなた…なんです。常に要

そう あなたが「要
かなめ

」です…忘れないで!

全般* 何度も頂いている 気づきの試練
レッスン

…

それすら気づかなければ 手の打ちようが

ないって 神仏
か み

さまが…。気づいています

よね? その はず です 気づいていても

動けていない だけ なんでしょう。なぜ?

なんでしょう 腰の重いのは…誰?どなた

譲りですか もっとテキパキじゃなければ

運気も動かない 幸せにも遠くなるばかり

ですが 足腰軽く 心も軽く 笑顔を忘れず

しゃーキーンとして下さい 面白味に…欠

けると 人にも 運気にも 見放されますよ

全般* さぁて 少しずつ 結果が出てくる

頃…ですが この夏の あなたの 頑張りが

形となって 出て来るはずです…が 如何

でしょうか 心の動き 働きに変化は…何

か感じますか でも 聞かないでおきまし

ょうね 常に積み上げていれば 目に見え

なくても 大事な時…「力」を発揮して…

あなたの為…に と。それが 又 誰かの…

「力」に…と。「力」は 倍々 と なって

回るのでしょう それに伝播という波が…

風が…吹けば きっと明日の 明かりに!!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 4月生まれ…と 同じ様に…他の月

の方と同じ様に 頑張った…かな? なら

形に 想いが形になっているはず…です

今年の追い込み…年末に向けて…何かが

変わらなければ…この夏の戦い…試練
レッスン

でもある ご自身との戦い…その成果は

なかった事になる…いつもと同じ…中途

半端で 終わってしまう のですか 変わ

ることなく 変われないまま 来年へと

持ち越す…のでしょうか…２～3ヶ月で

今年も 終わります 大丈夫…でしょうか

全般*今年 最後の 追い込みに入りますが

「ツキ・運気」の 使い過ぎ…まだ余力の

ある方 人それぞれ…ですが 今年惨敗
ざんぱい

…

だった方…来年度に向けて 一頑張りです

勿論 あなたも…です。今 なら間に合う

まだまだ大丈夫…です。人との出会いの

中にもそれなりの危険が含まれている…

はず ご自分の体調・感覚のズレ…なども

大きく影響すること…計算しておいて…

下さい。見る・障
さわ

る・触
さわ

る などに注意

「貰いやすい」タイプは対人関係に注意!

全般* まだまだ 大丈夫って…それは油断

ですよ 最後の最後まで 手を抜かない・

気を抜かない…でいて下さい 何ごとも…

です。そうです 仕事・対人関係・躰・心

・健康・家族への想いも 決して忘れては

ならないもの…です。最後の最後になっ

ての 一波乱…なんざぁ 絵になんないか

らね いかに事細かく気配りが出来るか…

ってこと…想い至るってこと…忘れるな

更に 付け足して…笑顔です。男女共に…

心磨いて…感覚を研ぎ澄ます…って事も!

全般* 何ごともなく…なんて事はないと

思いますが 何かがあったり 心を乱され

たりしながらも成長するもの…ですよね

いい加減…なんて言葉もありますが 何を

さしていい加減…なんでしょうね…いい

加減にして欲しいってこと…でしょうか

いろんな物・者・事 に煩
わずら

わされた 一年

だった方も いらっしゃるでしょう どう

でした あなたは? 家族や友人 仕事仲間

ご自身の心の揺れ…なども踏まえて…後

少し…ですから 追い込みを掛けて下さい

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 秋?…だと言うよりも 少し寒い?

感覚でいて下さい それは体調管理です

夏のムリ…が 今頃 出てくる からです

涼しくなれば 楽になる なんて考えず…

早寝・早起き です。仕事の種類にも…

よるでしょうけれど この季節になると

出る 病気も あるやも…です。休息とれ

ても とれなくても 心の管理で補
おぎな

える

ものも あるはず ですから 頑張らずに

頑張る…を実践…です。かなり難しいで

すが 長い目でみれば大切の意味 分かる

全般* 涼しくなれば心が穏やかに…なる

はず…です。何かを始めるにも 取り組み

方や 努力が 続けやすく想いも頭も 冴え

てくるはず…そんな時こそ 心の・生き方

の・切り替えを…考えて下さい あッと…

言う間に過ぎます。想いも・人生も です

たった一度…だから だから を重ねても

この人生しかない…のです。宇宙の営み

からすれば 瞬き・一瞬 です。その一瞬

こそが あなたの大事な人生なのです。忘

れることなく…過ごしたい 大丈夫ですよ

全般* 心に秘めた…決心 いえ 心願が…

あるのなら 一日一日を大切にしていて

下さい ご自身の心の揺れや 想いは何時

か 届くはず それには思い続けることは

勿論 その為に運気を積む…これは常識

身近に・手近に 写経などを…心願成就

も いいけれど…誰かの為の写経を続けて

みて下さい「右 為」とは人の為だと忘れ

ないで下さいね 小さな事から…コツコツ

積み重ねるのが 早道?かな 真剣に静かに

想いを込めて…達成までの道のり 楽しむ

全般* もし「夢」が 叶うなら…何でも…

やります 頑張りますって 素直に言える

人…ですか 言えるような「夢」お持ちで

すか 心を穏やかにして ご自分を眺めて

見て下さい 本当は どんな人生を歩む…

つもりだったのでしょうか 何のため生ま

れて来たのか と そこまで下がって考え

てみて下さい。今のあなたは…心が描い

たほどの ステキな人生を歩んでいますか

そんなご自分を誇れますか。又 生まれて

来ても今のあなた…でいいのでしょうか

「守る」と「守られる」は ワンセットです。

『24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 先月も…恙
つつが

なく過ごせました…でしょうか?

ご自分が 気つかず過ごしているやも…と言う思いに

駆られたりもしながら 不安げにも 見えます

でも…きっと大丈夫…でしょう

そんな心配が心を占めるのは

気づきが出来ている…って証拠…かも…。

でも それだけじゃ済まないのが人生…です が

日々の繰り返しを粗末にしないこと…でしょうね

常に 積み重ねる その事

忘れなければ変化なく見えても

少しずつ進んでるはず

『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* なぜかすっきりしないって ですか

何ごともなく…なんて 幸せじゃないでしょうか

多少の心の揺れ…位 なんてことない

家族全員が…それなりに恙
つつが

ない方

調子の出ない方 心に歯止めを掛けること

掛けられ様に過ごすこと大切にしていれば

乗り越えられますよね

悩みなんて…その程度…なんです。

大きな揺れ…じゃなくても

それが 大きくならない様に心を砕くのは…

あなた…なんです。

常に要そうあなたが「要
かなめ

」です…

忘れないで!

『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 何度も頂いている 気づきの試練
レッスン

…

それすら気づかなければ 手の打ちようがないって

神仏
か み

さまが…。気づいていますよね?

その はず です

気づいていても 動けていない だけ なんでしょう。

なぜ?なんでしょう腰の重いのは…誰?

どなた譲りですか

もっとテキパキじゃなければ

運気も動かない 幸せにも遠くなるばかりですが

足腰軽く心も軽く笑顔を忘れず

しゃーキーンとして下さい

面白味に…欠けると人にも

運気にも 見放されますよ

『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* さぁて 少しずつ 結果が出てくる頃…ですが

この夏の あなたの 頑張りが形となって

出て来るはずです…が 如何でしょうか

心の動き 働きに変化は…何か感じますか

でも 聞かないでおきましょうね

常に積み上げていれば 目に見えなくても

大事な時…「力」を発揮して…

あなたの為…に と。

それが 又 誰かの…「力」に…と。

「力」は 倍々 となって回るのでしょう

それに伝播という波が…

風が…吹けば きっと明日の 明かりに!!



『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 4 月生まれ…と同じ様に…

他の月の方と同じ様に 頑張った…かな?

なら形に 想いが形になっているはず…です

今年の追い込み…年末に向けて…

何かが変わらなければ…この夏の戦い…

試練
レッスン

でもある ご自身との戦い…

その成果はなかった事になる…

いつもと同じ…中途半端で 終わってしまうのですか

変わることなく 変われないまま

来年へと持ち越す…のでしょうか…

２～3ヶ月で今年も 終わります

大丈夫…でしょうか



『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 今年 最後の 追い込みに入りますが

「ツキ・運気」の 使い過ぎ…まだ余力のある方

人それぞれ…ですが 今年惨敗
ざんぱい

…だった方…

来年度に向けて 一頑張りです

勿論 あなたも…です。

今 なら間に合うまだまだ大丈夫…です。

人との出会いの中にも

それなりの危険が含まれている…はず

ご自分の体調・感覚のズレ…なども

大きく影響すること…計算しておいて…下さい。

見る・障
さわ

る・触
さわ

る などに注意

「貰いやすい」タイプは

対人関係に注意!



『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* まだまだ 大丈夫って…それは油断ですよ

最後の最後まで 手を抜かない・

気を抜かない…でいて下さい 何ごとも…です。

そうです 仕事・対人関係・

躰・心・健康・家族への想いも

決して忘れてはならないもの…です。

最後の最後になっての 一波乱…なんざぁ

絵になんないからね

いかに事細かく気配りが出来るか…ってこと…

想い至るってこと…忘れるな

更に 付け足して…笑顔です。

男女共に…心磨いて…

感覚を研ぎ澄ます…って事も!



8 月生まれの方

全般* 何ごともなく…なんて事はないと思いますが

何かがあったり心を乱されたりしながらも

成長するもの…ですよね

いい加減…なんて言葉もありますが

何をさしていい加減…なんでしょうね…

いい加減にして欲しいってこと…でしょうか

いろんな物・者・事 に煩
わずら

わされた 一年だった方も

いらっしゃるでしょう

どうでした あなたは?

家族や友人 仕事仲間

ご自身の心の揺れ…なども踏まえて…

後少し…ですから 追い込みを掛けて下さい

『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 秋?…だと言うよりも

少し寒い?感覚でいて下さい

それは体調管理です夏のムリ…が

今頃 出てくる からです

涼しくなれば 楽になる なんて考えず…

早寝・早起き です。

仕事の種類にも…よるでしょうけれど

この季節になると出る 病気も あるやも…です。

休息とれても とれなくても

心の管理で補
おぎな

えるものも あるはず ですから

頑張らずに頑張る…を実践…です。

かなり難しいですが

長い目でみれば大切の意味 分かる

『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 涼しくなれば心が穏やかに…なるはず…です。

何かを始めるにも 取り組み方や 努力が

続けやすく想いも頭も 冴えてくるはず…

そんな時こそ 心の・生き方の・切り替えを…

考えて下さい あッと…言う間に過ぎます。

想いも・人生も です

たった一度…だから だから を重ねても

この人生しかない…のです。

宇宙の営みからすれば 瞬き・一瞬 です。

その一瞬こそが あなたの大事な人生なのです。

忘れることなく…過ごしたい

大丈夫ですよ

『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 心に秘めた…決心 いえ 心願が…あるのなら

一日一日を大切にしていて下さい

ご自身の心の揺れや 想いは何時か 届くはず

それには思い続けることは勿論

その為に運気を積む…これは常識

身近に・手近に 写経などを…

心願成就 も いいけれど…

誰かの為の写経を続けてみて下さい

「右 為」とは人の為だと忘れないで下さいね

小さな事から…コツコツ積み重ねるのが 早道?かな

真剣に静かに 想いを込めて…

達成までの道のり楽しむ

『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* もし「夢」が 叶うなら…何でも…やります

頑張りますって 素直に言える人…ですか

言えるような「夢」お持ちですか

心を穏やかにして ご自分を眺めて見て下さい

本当は どんな人生を歩む…つもりだったのでしょうか

何のため生まれて来たのか と

そこまで下がって考えてみて下さい。

今のあなたは…心が描いたほどの

ステキな人生を歩んでいますか

そんなご自分を誇れますか。

又 生まれて来ても

今のあなた…でいいのでしょうか

『平成 24 年 10 月の運 気
チャンスライン

』


