
冒頭の（今月)…標語

「人間 諦めが肝心!」・「諦めずに挑戦!?」…さぁ～て あなたはどっち派?…かな?

必要に応じて 使い分け?って ですか～ 賢～い そうです! 物事には…時と場合にも よりますが…諦めちゃだめッて 時と…

深追いせずに 見送るのも「手」って時も…です。 でも…又 それも難しい…選択?!かも…何を目途
め ど

に…決めるの?…でしょうか

小さな選択を繰り返し 繰り返し しながら ご自分を高めていく大切な場面で失敗しないように 後悔しないように です。

日々の…全ての出来事には それなりの意味や理由が…きっと隠されている のでしょうね そう心が捉
とら

えたなら…

毎日が…楽しいことだらけって思えて来て 充実…してきませんか

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 同じ体験をしても…していても…

心の働かせ方が…違う? と 気づくこと

あります…でしょうか 働かない心 感性

どんな時 誰のため 何が出来るか 常に

心に留めること…も あなたの成長へ…

繋がること 今 幾つ? 何歳? 何ごとも…

それなりに…人様から見れば出来ている

ご自分でしょうか 環境を変えることは

難しいけれど…ご自分を変えること…は

簡単…です。心の幅を広げる 視野を広

げる 人の言葉に聞き耳を立てる…だけ!

全般* １月生まれと 同じく…人の言葉に

聞き耳をたてる 話を聞く 常に周りの…

会話に 仲間入り…です。意見を述べるよ

り…ただひたすら聞く・聴く・に徹する

その余裕こそが… 一歩前進へと誘います

もちろん家族にも 同じ姿勢でいて下さい

何か…事が起こった時…それが外部の…

出来事でも 家族の問題でも 即答?出来

なくても 相手の心に…あなたの想いが…

届く様に…届けられる様に…変化して…

いくでしょう。あなたが 頑張る時…です

全般* いつも・いつも・同じ様に物事が

解決…したりはしない…ご存知ですよね

誰かが 何かを投げかけて…物事が方向
む き

を 変えたり…動いたり は 無い のです

ご自身が 働きかけること に 意味がある

例えば…それが 新しい出逢いを連れて…

現れたり…ご自身の幅を…広げる…機会
チャンス

神仏
か み

さまからの「試練
レッスン

」に 挑戦出来る

「意思
こころ

」を保持し 続けていたか が 運気

の分かれ目です。気づけば 簡単…想いを

形に 行動に それが 成功の秘策!大丈夫!

全般* 何ごともなく…なんて 無いって…

体験?しませんでした? 人にもよりますが

大きな波…少しの凪
なぎ

…それぞれに楽しみ

と 苦しみ が…同時も?あり かな それも

ご自分次第…全ての中に隠されている…

機会
チャンス

なのかも です。頂いた機会
チャンス

は …

生かすこと…です。あなたのこれからの

人生に必要?な・不可欠な・ことが仕組ま

れて いたり…と。何ごとも避けて通る…

等と 考えないことでしょうね。大丈夫…

です。あなたは受けて立てる 人 だから!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 人生の…物事の…折り返し点…が

目前に…と言う方 一息入れて下さいね

あッと言う間に通り過ぎた方…あ～あ…

と 言う間に 見えなくなっちゃった…と

あなたが 思っただけで…間に合う?かも

です。常に意識かどこにあるか?が問題

な だけ です。日々が・一瞬が・一番…

大切だと 心に染みこませること 思いが

行動を伴わせたら…敵無しで進めるのに

「人生は理屈じゃない」ってお分かり…

ですよね それなりに人間 古ければです

全般* 少しずつ…ですが 本領を 発揮…

出来る様なこと…見えて来ました…よね

どう でしょうか?見えないって ですか…

あなた…努力が足りない?んじゃ…ないの

ご自分磨き…していますか 基本に忠実…

でしょうか 世の中の仕組みに 対応出来

ていますか 理屈通りに物事が成り立って

いる…でも…意思の通じない関係すらも

成立するって…こともあり…が 世の中だ

ってわかりますか 何だか難しい…表現に

なりましたが 大いなるもの…陰で動く?!

全般* 大きく飛躍の時…が 年末から来年

に 掛けて…です。飛翔するには…羽ばた

くには 何が必要だと…感じますか そう

です あなたの 運気・根気・元気・です

運気が 一番 失速している方・根気…の

無い方・元気が「?」の方…全～部 揃っ

ている方…は 無い? 少ない みたい です

が 大丈夫…ですよね 来年一年 掛けて…

それぞれが 走り抜けられれば…と 祈り

ます。今から「スタンバイ」の 練習…を

追い込みを掛けましょう。間に合う?かも

全般* 寒さに弱い?方も 強い方も…今年

最後の追い込みに…後
おく

れをとらない様に

頑張るには 一に・気力・体力・金力?・

それに 睡眠も 大切…但し寝過ぎない事

躰を 怠けさせないこと…も大切です が

それより先に心に怠け癖をつけないこと

です。大きな「夢」お持ちなら…尚更…

です。夢などないって…ですか?なくても

同じ…です。考えなくても・考えていな

くても 突如現れるのが「夢」…かもです

例えば…義
ぎ

の為…誰かの為に…なんて ね

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 遅くまで…ご苦労さま…な～んて

言われてみたい!!ほど 働いていますか

それぞれに 一生懸命…は 分かりますが

目立つこと…好きな方・目立ちたい方・

ひっそり…と ひとり悦に入る・って方

も…。人生はそれぞれ…分かり易い性格

の方…に 今回は 軍配かな…ずっと見て

いて下さる 神仏
か み

さま…ご自身に 期待?

や 自信過剰に注意を 口を慎む…かなり

の注意が必要…でしょうね。自身を弁護

し過ぎないこと…過大評価はケガの元!?

全般* 一息…ですか 緊張が解けて…でも

ご油断めさるな…よ 引き続き…続きって

こと…あるやも です。大きな波のうねり

乗れるか モロ 被
かぶ

るか 沈没ってのもあり

大きければ大きい程 運気も…大でしょう

その反動で 落とせば…大きく沈む…ここ

は思案…思案 でも 乗ってけ乗ってけ…

ってね 人生 楽しまなくっちゃ…ですね

あなたのその大きな心をもっともっと…

倍・倍 にして この後の展開に 期待しま

しょう 財布の口…閉じない 入る余裕を!

全般* 嬉しいこと…あれば 大いに喜び…

声…大にして伝える・叫ぶ・それこそが

もっと 大きな喜び 連れて帰ってくるの

です。家族中で 喜びの輪を広げ 人にも

分け…倍・倍・ゲームの様に…です。今

の 世の中に 仕組みにも 退屈も・幻滅も

神仏さまは 眠っておられる?んじゃ…と

思っていません?でした 起きておられま

す 見ておられます でも きっと退屈も…

されていたのでは…私たちが変わらねば

世の中を変えねば…と 奮起…しましょう

全般* 「夢」…ひとつ 叶いました。少し

ずつ ですが…何かが 変わりつつ…あり

ます。それに対応出来る…ご自分の心を

お持ちでしょうか 他のもの…や 力に…

期待!!…だけじゃなく ご自分の心が働か

なければ…意味のないこと…です そんな

単純なことにも…気づかない様では 人間

として 生きている意味?…はない…と。

心は 目を閉じている 状態でしょうね。

食べて・寝て・働いて・呼吸していれば

生きている…そんな人生に さようならを

「人間 諦めが肝心」…「諦めずに 挑戦」

『24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 同じ体験をしても…していても…

心の働かせ方が…違う? と

気づくことあります…でしょうか

働かない心 感性どんな時 誰のため

何が出来るか 常に心に留めること…も

あなたの成長へ…繋がること

今 幾つ? 何歳?

何ごとも…それなりに…人様から見れば

出来ているご自分でしょうか

環境を変えることは難しいけれど…

ご自分を変えること…は簡単…です。

心の幅を広げる 視野を広げる

人の言葉に聞き耳を立てる…だけ!

『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* １月生まれと同じく…

人の言葉に聞き耳をたてる 話を聞く

常に周りの…会話に 仲間入り…です。

意見を述べるより…ただひたすら聞く・聴く・に徹する

その余裕こそが… 一歩前進へと誘います

もちろん家族にも 同じ姿勢でいて下さい

何か…事が起こった時…

それが外部の…出来事でも 家族の問題でも

即答?出来なくても 相手の心に…

あなたの想いが…届く様に…届けられる様に…

変化して…いくでしょう。

あなたが 頑張る時…です

『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* いつも・いつも・同じ様に

物事が解決…したりはしない…ご存知ですよね

誰かが 何かを投げかけて…

物事が方向
む き

を 変えたり…動いたりは 無い のです

ご自身が 働きかけることに 意味がある

例えば…それが 新しい出逢いを連れて…現れたり…

ご自身の幅を…広げる…機会
チャンス

神仏
か み

さまからの「試練
レッスン

」に 挑戦出来る

「意思
こ こ ろ

」を保持し 続けていたか が

運気の分かれ目です。

気づけば 簡単…想いを 形に 行動に

それが 成功の秘策!

大丈夫!

『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 何ごともなく…なんて 無いって…体験?

しませんでした?

人にもよりますが大きな波…少しの凪
なぎ

…

それぞれに楽しみと苦しみ が…同時も?ありかな

それもご自分次第…

全ての中に隠されている…機会
チャンス

なのかも です。

頂いた機会
チャンス

は …生かすこと…です。

あなたのこれからの人生に必要?な・不可欠な・ことが

仕組まれて いたり…と。

何ごとも避けて通る…等と

考えないことでしょうね。

大丈夫…です。

あなたは受けて立てる 人 だから!



『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 人生の…物事の…折り返し点…が

目前に…と言う方 一息入れて下さいね

あッと言う間に通り過ぎた方…

あ～あ…と言う間に 見えなくなっちゃった…と

あなたが 思っただけで…間に合う?かも です。

常に意識かどこにあるか?が

問題な だけ です。

日々が・一瞬が・一番…大切だと

心に染みこませること思いが

行動を伴わせたら…敵無しで進めるのに

「人生は理屈じゃない」って

お分かり…ですよね

それなりに人間 古ければです



『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 少しずつ…ですが 本領を 発揮…

出来る様なこと…見えて来ました…よね

どうでしょうか?見えないって ですか…

あなた…努力が足りない?んじゃ…ないの

ご自分磨き…していますか

基本に忠実…でしょうか

世の中の仕組みに 対応出来ていますか

理屈通りに物事が成り立っている…

でも…意思の通じない関係すらも成立するって…

こともあり…が 世の中だってわかりますか

何だか難しい…表現になりましたが

大いなるもの…陰で動く?!



『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 大きく飛躍の時…が

年末から来年に 掛けて…です。

飛翔するには…羽ばたくには

何が必要だと…感じますか

そうです あなたの 運気・根気・元気・です

運気が 一番 失速している方・

根気…の無い方・元気が「?」の方…

全～部 揃っている方…は 無い?

少ない みたい ですが

大丈夫…ですよね

来年一年 掛けて…

それぞれが 走り抜けられれば…と祈ります。

今から「スタンバイ」の 練習…を

追い込みを掛けましょう。

間に合う?かも



8 月生まれの方

全般* 寒さに弱い?方も 強い方も…

今年最後の追い込みに…

後
おく

れをとらない様に頑張るには

一に・気力・体力・金力?・それに 睡眠も 大切…

但し 寝過ぎない事

躰を 怠けさせないこと…も大切です が

それより先に心に怠け癖をつけないことです。

大きな「夢」お持ちなら…尚更…です。

夢などないって…ですか?

なくても同じ…です。

考えなくても・考えていなくても

突如現れるのが「夢」…かもです

例えば…義
ぎ

の為…

誰かの為に…なんて ね

『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 遅くまで…ご苦労さま…

な～んて言われてみたい!!ほど 働いていますか

それぞれに 一生懸命…は 分かりますが

目立つこと…好きな方・目立ちたい方・

ひっそり…とひとり悦に入る・って方も…。

人生はそれぞれ…分かり易い性格の方…に

今回は 軍配かな…

ずっと見ていて下さる 神仏
か み

さま…ご自身に

期待?や 自信過剰に注意を 口を慎む…

かなりの注意が必要…でしょうね。

自身を弁護し過ぎないこと…

過大評価はケガの元!?

『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 一息…ですか

緊張が解けて…でもご油断めさるな…よ

引き続き…続きってこと…あるやも です。

大きな波のうねり乗れるか モロ 被
かぶ

るか

沈没ってのもあり大きければ大きい程

運気も…大でしょう

その反動で 落とせば…大きく沈む…

ここは思案…思案 でも 乗ってけ乗ってけ…ってね

人生 楽しまなくっちゃ…ですね

あなたのその大きな心を

もっともっと…倍・倍 にして

この後の展開に 期待しましょう

財布の口…閉じない

入る余裕を!

『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 嬉しいこと…あれば 大いに喜び…

声…大にして伝える・叫ぶ・

それこそがもっと大きな喜び

連れて帰ってくるのです。

家族中で 喜びの輪を広げ 人にも分け…

倍・倍・ゲームの様に…です。

今の 世の中に 仕組みにも 退屈も・幻滅も

神仏さまは 眠っておられる?んじゃ…と

思っていません?でした

起きておられます 見ておられます

でも きっと退屈も…されていたのでは…

私たちが変わらねば

世の中を変えねば…と

奮起…しましょう

『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 「夢」…ひとつ 叶いました。

少しずつ ですが…何かが 変わりつつ…あります。

それに対応出来る…ご自分の心をお持ちでしょうか

他のもの…や 力に…期待!!…だけじゃなく

ご自分の心が働かなければ…

意味のないこと…です

そんな単純なことにも…気づかない様では

人間として 生きている意味?…はない…と。

心は 目を閉じている 状態でしょうね。

食べて・寝て・働いて・呼吸していれば

生きている…

そんな人生に さようならを

『平成 24 年 11 月の運 気
チャンスライン

』


