
冒頭の（今月)…標語

今日の標語…何でも無い平凡な…「出逢い」を…どこにでもある そんな出逢いを重ねて…大切にして 頂きたい…と…。

それは 人生の… まず「両親」という出逢いから 始まって 兄弟姉妹そして ご近所…公園の 遊び仲間…そして

「保育園・幼稚園」「小・中・学校」「高校・大学」…又は 「専門学校」「職場」と出逢いの数は 人それぞれに…。向きは違えども…

「結婚」・する・しない と言う選択しも含めて…あります。人生 いろいろ…女～もぅいろい～ろ （あれッ男～もいろい～ろ…ですよね）

そして 本番…です。この出逢いこそ!!? 人生の決め事…だったのかも!? です。それが 来世…までも続いて……。とありたいもの…です。

きっと「使命」の「生き方」の試練
レッスン

・そして機会
チャンス

…あなたの…私の…決め事だとしたなら…心残り無く…全て 全
まっと

うして…終えたいもの…還
かえ

りたいもの…です。

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 危険を予知する 能力 そんなもの

普通に生きていても 何となく 身に付く

はず…です 神経を常に張り詰めてれば

ですが…それじゃ 身が持たないって

ですか そう…ですよね でもそれは普通

の…話。この先 何が起こるか?…なんて

時代に突入…かも 地球も 人間も 全て

の「命」も…ご油断 めさるな!ってこと

に…と 変わって来ているのですよ 相手

の方…の想いや望みを 瞬時に理解…っ

て訳にはいかないが…心の奥の…想いを

全般* １月生まれと同じく…誰かの胸の

内に…気づく 想い至れる…かなって考え

ていて 下さい。身内に・家族に・友人に

先月に引き続き…不穏?!です。勿論自身

も…大切にしていて下さい。お仕事上の

抱えておられる「難問」も含めてですが

相手の方は あなたの誠意を感じておられ

ます。もう一息…です。簡単に解決 だと

「試練
レッスン

」にならない? と 神仏
か み

さまが…。

だと 思います。そう思って 頑張れば…

大丈夫!です。新年と共に…全ては新しく

全般* 「飛躍の年」が…いえ新しい年を

そう呼ぶから…「飛躍」出来るのかも…

全てはあなた…次第 ご自身が「鍵
かぎ

」を

握っているのですよ。でも「夢」お持ち

ですよね。それが全ての「鍵
キー

」だから…

です。大きければ・大きいほど・奮起…

出来るから 楽しみも「倍・倍」でしょう

ただ…少し陰りも あなたの「心の揺れ」

です。今まで感じた事…のない「感情」

に 翻弄
ほんろう

?されそう…いえ始まっている…

かも ですね。冷静に自身の心に対処です

全般* 何ごともなく…年を越せますでし

ょうか いえ越せました…と 新年には…

明るい笑顔を期待しています。大丈夫…

です。よね? 今年の事は今月中にしっか

りと 済ませて想い残すことなく…次へ

進んで行きましょう。新春早々には 次の

「課題」が…と 何か急いでおられますよ

あなたに何か…「役目・使命」が…それ

も 新しく?…かも です。心残りなく…

と行きましょうね きっと気づいていなか

った様な「新しい課題…」かもでしょう

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 新しく始めた事…始まったこと…

全てを持って…新年へと うまく繋げる

事…それが今月の目標です。来年に持ち

越す「課題」を…多く持って進んで来た

進んで行く方も…残りの時間配分を良く

考えて…過ごすこと…勿論!経済的な事

も 含めて です。が 君の・あなたの

生き方に「?」が 見える方も 何か?…を

し残して…生きていませんか?って…

尋ねたい…ですね「心」を見直して頂き

たい方のこと…です。大丈夫は お預け!

全般* 心新たに…新しい年…迎えられる

様に…今月が「頑張りどころ」…です。

何年も・何年も 同じこと繰り返していて

は あなたの人生に「花咲く」ことなく…

過ぎていくのみ…です。その方・その方

によっては 運気も・宿命も違いますが

常に同じこと…は「使命」を 忘れて生き

ていては 生まれて来た…意味や まして

生きている事もむなしいもの…だと思い

ますが 如何でしょう? 踏ん張る・頑張る

を あなたの「心の辞書」につけ足して!!

全般* さぁ～一勝負…終わった方…何だ

か冴えない方 取り残し…が多ければ多い

ほど 人生「しんどいよ!」どんどん 辛く

しんどく…なって行きますよ。此処らで

一勝負・再度の一勝負…掛けて・賭けて

見ませんか 人生 一度っきり…なんです

楽な道…選んでも・しんどい道・選んで

も 死ぬときゃ死ぬ…一度死にゃ二度と

死なないってこと ちょっと やけっぱち

過ぎました…けれど 今って時にやらねば

いつやる?のって ことも 考えて下さいね

全般* 常に変わらず…なんてこたぁ～…

ねぇんだから 人間は常に変化…なんて…

言い方をすると きれい事…過ぎますがね

年齢と共に 出来なくなることも・出来る

こと・増える 若い方も 人それぞれです

その年齢に相応
ふさわ

しい生き方…プライドを

忘れずに有りたいもの…。先月の「義」

に 少しは 拘っていて下さい。この言葉

のみ…年齢に関係なく 大切にしていて

頂きたい…「言葉」だと思いますが 如何
いかが

でしょうか あなた…なら大丈夫に出来る

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 人間は何かに挑戦…しながら自身

を高めていく者…です。気づくか気づか

ないか…に依
よ

りますが これで良いって

ことが 一番「怖いこと」だと…心に…

据
す

えて 生きていく事です。直ぐに反旗

を 翻
ひるがえ

す…そんな「怖い性格」も合わ

せ持っている…と。それも心に…据
す

えて

いて下さい 他者との関わりの中でこそ

いえ 中でしか ご自分を磨く事…出来な

い ことも…知っていて下さい。一人で

も 生きられますが 助け合うから人間!!

全般* 最後・最後に…何か大切なものを

落とす・無くす・心の向き…違う…ので

しょうか 見つめる先には…本当は何も…

見えないのに…あなたの見ているものは

夢・幻…だと 気づくこと です。大切に

する しなければいけないもの…あなたの

側…足元にあります。ご存じですよね。

振り返ること 出来る距離に大切なもの

の存在があります。そしてご自身の夢…

追いかけて生きて来て…それが間違い…

である はずはないって 一番知っている!

全般* 出逢っていても…分からないって

こと…あるんですよね いつか・いつか…

あなたの心の中で…しっかり輝いている

なぁ～んて それもステキですが 家族の

事で…手～いっぱいなんて…少しは恥ず

かしいとか 悲しいって思っていて下さい

よね ご自分で考えてご自分が決心して…

何かを成す…って時が 訪れること…祈っ

ています。あなたがいて…相手・連れ合

い・がいるんですよ 相手を立てすぎると

あなたが消える?自己を無くすこともある

全般*ご自分の「想い」…ご自身が「形」

として認識…していて下さい。誰かが…

主役…じゃない あなたの人生はあなたが

主役…です。紛れもなくあなた…です。

生活の主たる目的は…あなたが夫なら…

働いて 家族を養う…。主婦なら…任せて

いればいい…のではない。あなたは人生

の伴侶として同じく一家を背負って支え

るのです。そんな家族の姿を子供たちが

未来の自分の姿として…投影し新しく…

家族を・家庭を・作り出す…理想です!が

「出逢い…」を 重ねて…「人生は過ぎる」

『24 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 危険を予知する 能力

そんなもの普通に生きていても

何となく身に付くはず…です

神経を常に張り詰めてればですが…

それじゃ 身が持たないって ですか

そう…ですよね

でもそれは普通の…話。

この先 何が起こるか?…なんて時代に突入…かも

地球も 人間も 全ての「命」も…

ご油断 めさるな!ってことに…と

変わって来ているのですよ

相手の方…の想いや望みを

瞬時に理解…って訳にはいかないが…

心の奥の…想いを

『平成 24 年 12 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…

誰かの胸の内に…気づく想い至れる…かなって

考えていて 下さい。

身内に・家族に・友人に

先月に引き続き…不穏?!です。

勿論自身も…大切にしていて下さい。

お仕事上の抱えておられる「難問」も含めてですが

相手の方は あなたの誠意を感じておられます。

もう一息…です。

簡単に解決 だと「試練
レッスン

」にならない? と

神仏
か み

さまが…。だと思います。

そう思って 頑張れば…大丈夫!です。

新年と共に…全ては新しく

『平成 24 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 「飛躍の年」が…いえ新しい年を

そう呼ぶから…「飛躍」出来るのかも…

全てはあなた…次第

ご自身が「鍵
かぎ

」を握っているのですよ。

でも「夢」お持ちですよね。

それが全ての「鍵
キー

」だから…です。

大きければ・大きいほど・奮起…出来るから

楽しみも「倍・倍」でしょう

ただ…少し陰りも あなたの「心の揺れ」です。

今まで感じた事…のない「感情」に

翻弄
ほんろう

?されそう…

いえ始まっている…かも ですね。

冷静に自身の心に対処です

『平成 24 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 24 年 12 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…年を越せますでしょうか

いえ越せました…と

新年には…明るい笑顔を期待しています。

大丈夫…です。よね?

今年の事は今月中にしっかりと 済ませて

想い残すことなく…次へ進んで行きましょう。

新春早々には 次の「課題」が…と

何か急いでおられますよ

あなたに何か…「役目・使命」が…

それも 新しく?…かも です。

心残りなく…と行きましょうね

きっと気づいていなかった様な

「新しい課題…」かもでしょう



『平成 24 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 新しく始めた事…始まったこと…

全てを持って…新年へとうまく繋げる事…

それが今月の目標です。

来年に持ち越す「課題」を…

多く持って進んで来た進んで行く方も…

残りの時間配分を良く考えて…過ごすこと…

勿論!経済的な事も 含めて です。が

君の・あなたの生き方に「?」が

見える方も 何か?…をし残して…

生きていませんか?って… 尋ねたい…ですね

「心」を見直して頂きたい方のこと…です。

大丈夫は お預け!



『平成 24 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 心新たに…新しい年…迎えられる様に…

今月が「頑張りどころ」…です。

何年も・何年も 同じこと繰り返していては

あなたの人生に「花咲く」ことなく…

過ぎていくのみ…です。

その方・その方によっては

運気も・宿命も違いますが

常に同じこと…は「使命」を 忘れて生きていては

生まれて来た…意味や

まして生きている事もむなしいもの…だと

思いますが 如何でしょう?

踏ん張る・頑張るを

あなたの「心の辞書」につけ足して!!



『平成 24 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* さぁ～一勝負…終わった方…

何だか冴えない方

取り残し…が多ければ多いほど

人生「しんどいよ!」

どんどん 辛くしんどく…なって行きますよ。

此処らで一勝負・再度の一勝負…

掛けて・賭けて見ませんか

人生 一度っきり…なんです

楽な道…選んでも・しんどい道・選んでも

死ぬときゃ死ぬ…

一度死にゃ二度と死なないってこと

ちょっとやけっぱち過ぎました…

けれど 今って時にやらねば

いつやる?のって ことも

考えて下さいね



8 月生まれの方

全般* 常に変わらず…

なんてこたぁ～…ねぇんだから

人間は常に変化…なんて…言い方をすると

きれい事…過ぎますがね

年齢と共に 出来なくなることも・

出来ること・増える

若い方も 人それぞれです

その年齢に相応
ふ さわ

しい生き方…

プライドを忘れずに有りたいもの…。

先月の「義」に 少しは 拘っていて下さい。

この言葉のみ…年齢に関係なく

大切にしていて頂きたい…

「言葉」だと思いますが 如何
い か が

でしょうか

あなた…なら大丈夫に出来る

『平成 24 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 人間は何かに挑戦…しながら

自身を高めていく者…です。

気づくか気づかないか…に依
よ

りますが

これで良いってことが 一番「怖いこと」だと…

心に…据
す

えて 生きていく事です。

直ぐに反旗を 翻
ひるがえ

す…

そんな「怖い性格」も合わせ持っている…と。

それも心に…据
す

えていて下さい

他者との関わりの中でこそ

いえ 中でしか ご自分を磨く事…出来ない ことも…

知っていて下さい。

一人でも 生きられますが

助け合うから人間!!

『平成 24 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 最後・最後に…何か大切なものを落とす・

無くす・心の向き…違う…のでしょうか

見つめる先には…

本当は何も…見えないのに…

あなたの見ているものは

夢・幻…だと気づくこと です。

大切にする しなければいけないもの…

あなたの側…足元にあります。

ご存じですよね。

振り返ること出来る距離に

大切なもの の存在があります。

そしてご自身の夢…追いかけて生きて来て…

それが間違い…である はずはないって

一番知っている!

『平成 24 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 出逢っていても…

分からないってこと…あるんですよね

いつか・いつか…あなたの心の中で…

しっかり輝いているなぁ～んて

それもステキですが 家族の事で…

手～いっぱいなんて…

少しは恥ずかしいとか 悲しいって

思っていて下さいよね

ご自分で考えてご自分が決心して…

何かを成す…って時が 訪れること…

祈っています。

あなたがいて…相手・連れ合い・が

いるんですよ 相手を立てすぎると

あなたが消える?

自己を無くすこともある

『平成 24 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* ご自分の「想い」…ご自身が

「形」として認識…していて下さい。

誰かが…主役…じゃない

あなたの人生はあなたが主役…です。

紛れもなくあなた…です。

生活の主たる目的は…

あなたが夫なら…働いて 家族を養う…。

主婦なら…任せていればいい…のではない。

あなたは人生の伴侶として

同じく一家を背負って支えるのです。

そんな家族の姿を子供たちが

未来の自分の姿として…投影し

新しく…家族を・家庭を・作り出す…

理想です!が

『平成 24 年 12 月の運 気
チャンスライン

』


