
冒頭の（今月)…標語

「感謝」…分かり易い言葉ですよね でも 心が伴わなければ…生きてこない言葉…でもあるのですが…。

昨年…どれだけの方たちに お世話になりどれだけの思いを頂いたのか…と振り返って見て…下さい。口…ばっかりだった ご自分を振り返れます…か

「私だけじゃない 人のこと悪く言う人 世の中に いっぱい いてますよねぇ」そうです いっぱい…おられます。間違いなく…です。

そのことに…気づいたあなた…「すごい!! ですねぇ～」少しは 気に掛けて…気にしているんですねぇ～…そうですよねぇ～見苦しいですよね

私だけじゃないって安心? しましたか 安心しちゃダメなんですよ せっかく気づけたのに…それで終わらせちゃダメなんですよ

昔から…誰彼無く人の袖を引いては…愚痴っていた…あなたが… 甦
よみがえ

りますよね（お遍路でも…）その頃は旦那（元）の事

今は周りの気になる人の事…まだ…そのままで…その位置のままで…何の進化もなく…立ち止まっているって…気づいて欲しいのです。…が

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 新しい始まり…ですが 心残り…

万杯
まんはい

…ですよね どうすればどうなるの

か…見当も付かない方…やってしまった

って…気づくだけでも…ましかも です

あなたはきっと気づかずに新しい年を…

迎えたはず…。このまま進めば取り戻せ

ないまま…始まり そして人生の終末へ

先の見えている?人生 目的も 夢も 暗中

模索…日々が恙
つつが

なく過ぎればそれでOK

無意識の内にご自分に拘り 自分大事が

出てくるのですか 気質・環境 ですか?

全般* 何とか見送って…迎えた新年です

新しい年に何を賭けますか その為の努力

は…心構えは…。一家が一致団結して…

本当の目的に向かうに!!…ステキな言葉

ですが 本当に素晴らしい一年にする為の

新年が始まるのですよ 今年こそ 初詣で

福を頂く…そんな始まりにしましょうね

家族・親戚・兄弟姉妹・親子 何の煩
わずら

い

もなく暮らせていること そのことを顧み

ても 分かりますよね 本当の「倖せ」は

絵に描いたようなものじゃなく現実的…!

全般* 昨年…無事に過ごせた事 感謝です

しっかり感謝…していて下さい。何事も

なく…なんて 簡単に考えないで下さいね

口害・口外?で悩んだ方…も いえ あなた

じゃなく周りの方…かも…です。ご自分

も 迷惑・被害・被
こうむ

ったと…お思い?です

か? ご自分だけ…じゃなく 誰も彼も…

言いたい放題…ですものって…言うわけ

ですよね 誰かの欠点は…目に付く仕草は

あなた…そのもの…ですよね鏡に写った

あなたご自身です…ない物は写さない…!

全般* 今年こそ…いえ今年も!!頑張る私

で…いて下さいね。たとえ それが口だけ

でも…です。言葉を重ねていれば…それ

だけでも…効果は有るはず…です。誰か

の目に留まり…心に留まり…回り回って

あなたの元へ ほ～れ 皆んなの注目…で

ご自分が知らず知らずに頑張っていた…

ってことも…大丈夫…ですって 同じ考え

の方…大勢いらっしゃるから…先導して

船を漕ぐ…出す…同じ港に…向かうって

ことに なります。ならなくっちゃ…ねェ

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 頑張った一年…と胸をはれますか

気楽に…見えるように軽～く動けている

のなら…合格!ですが 目～ 一杯って事

誰かが感じたなら…それは一寸…違う…

かも ご自分の本当の「位置
ポジション

」見えて

いますか。高みから何かを見ている様で

は…何の成長もないってことでしょうね

動く・働く・等と 一人前に言葉にして

も 大したこと出来ないのに…って誰か

が笑っていても可笑しくないはず…笑わ

れていないって自信?!今年もそのまま?!

全般* お正月…らしく 何か良いこと…を

書きたいですよね!頑張っている方には…

それなりのメッセージが有るのですが…

残念ながら…０
ゼロ

ですね。口では良いこと

ばっかり…出来ないこと…ツラツラと…

それがどの月生まれも同じ…何ですが…

この月生まれの方は…特に・特に力を入

れ 伝えたいです。「あかんよ～」ってね

ご自分が・本当のご自分と向き合うべき

時が来ています・それを 何十年かに一度

のラッキー・チャンスにするのは君!自身

全般* 可も無く不可も無く…って一年!?

でした方 躍進の年に変えられた方…同じ

一年を過ごしても・同じ月生まれでも…

大きな違いは…何なんでしょうね 少しは

考えてみて下さいませ・ませ。真面目に

ですよ 今年は いえ新しい年に…あなた

は何を望み 何に夢を託したいのか…って

このまま…このまま時が過ぎ…全ての事

が 夢 幻
ゆめまぼろし

のごとく…で終わりたい…の

でしたっけっね。なら…このままそっと

今年も 暮れて行くのを待ちますか うん?!

全般* 何十年と向き合って来た…つもり

ですよね それでも分からない事って世の

中にあるって事を…再発見の昨年でした

又 新たに始まる一年に…あなたは何を

思い・託すのか同じなら「死なば諸共
もろとも

」

って諦める?のか…面白いって深入り?す

るのも 又 一驚
いっきょう

?・一興
いっきょう

?・でしょうね

この後の人生賭けられる・賭けるに 値
あたい

する 不思議に遭遇…です。だんだん楽し

く興味深くなる…人生って楽しい・楽し

みましょう。あなた だから出来る事です

9 月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* さぁ～て昨年も 新たな今年も…

ご自身が ご自身を奮起させる様な事…

あったんでしょうか 何も見えないまま

進んで来た人生に…少しは光らしきもの

に出逢っていた…はずを 逃
のが

したり見送

ったり…と 何事も 後手後手になる様な

物事の運びを…歯がゆく思い 焦りを…

感じていても…顔には出さず 頑張って

来た方…のみに 光を…と祈りたいもの

ですね。でも 気づきの数だけ「運気」

も倖せも…と…思いたいものですが…!?

全般* 行ったり・来たり…と 忙しい一年

でしたよね。心を定めたり落ち着く…等

と 言うことを忘れていては…すきま風が

心に…ですよ…吹き寄せるかも…でした

何とか見送って…事なきを得たと ご油断

召さるなよ…まだまだ 先は 長い・長い

人生 そう簡単に 終わったりしないから

怖い・恐い…でもって…此処
こ こ

らあたりで

改心?劇?などやらかして…全てはチャラ

にと…昨年の全てを消し去るだけ…力量

見せて下さい。楽しみに待っている?方も

全般* 見失ったり・見送ったり・と 心を

定められず…で 終わった昨年を今年こそ

と言う勢いで…迎え撃つ…なんざぁどう

ですが? ご自分自身を探す…新たな旅の

新しい一年が始まる…と 思っていて下

さいね。考え方も・生き方も・人任せ…

じゃなく しっかりと自身で判断・決断・

採決・実行・ってことで物事を進めて…

いく。でも 一度に…なんて考えないで…

ゆっくりで…いいのですからね 頭で・心

で 丁寧に・丁寧に引き延ばして味わう事

全般* ゆったり…の心を 少し早めてみて

下さい 何も焦ることないの ですが でも

少しスピードを上げて見て・周りを見て

下さい。あたりの景色に目が行く…その

こと大切にして 側の誰かにも目がいく…

側の…その時々に変わる 人々の様子を…

しっかりと見ていて下さい。人の心は移

ろい行くもの…と 思っていてもあまりの

スピードに あっけにとられているあなた

がいますよね そのスピードを少し上げて

ゆったり・ゆっくり でも「要
かなめ

」として!

25 年は「感謝で始まり」「感謝で終わる 」年に

『25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



1 月生まれの方

全般* 新しい始まり…ですが

心残り…万杯
まんぱい

…ですよね

どうすればどうなるのか…見当も付かない方…

やってしまったって…気づくだけでも…ましかも です

あなたはきっと気づかずに

新しい年を…迎えたはず…。

このまま進めば取り戻せないまま…始まり

そして人生の終末へ先の見えている?

人生 目的も 夢も 暗中模索…

日々が恙
つつが

なく過ぎればそれでO K

無意識の内にご自分に拘り

自分大事が出てくるのですか

気質・環境 ですか?

『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 何とか見送って…迎えた新年です

新しい年に何を賭けますか

その為の努力は…心構えは…。

一家が一致団結して…本当の目的に向かうに!!…

ステキな言葉ですが

本当に素晴らしい一年にする為の

新年が始まるのですよ

今年こそ 初詣で福を頂く…

そんな始まりにしましょうね

家族・親戚・兄弟姉妹・親子

何の煩
わずら

いもなく暮らせていること

そのことを顧みても 分かりますよね

本当の「倖せ」は絵に描いたようなものじゃなく

現実的…!

『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 昨年…無事に過ごせた事 感謝です

しっかり感謝…していて下さい。

何事もなく…なんて 簡単に考えないで下さいね

口害・口外?で悩んだ方…も

いえ あなたじゃなく周りの方…かも…です。

ご自分も 迷惑・被害・被
こうむ

ったと…お思い?ですか?

ご自分だけ…じゃなく誰も彼も…

言いたい放題…ですものって…言うわけですよね

誰かの欠点は…目に付く仕草は

あなた…そのもの…ですよね

鏡に写ったあなたご自身です…

ない物は写さない…!

『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 今年こそ…いえ今年も!!

頑張る私で…いて下さいね。

たとえ それが口だけでも…です。

言葉を重ねていれば…それだけでも…

効果は有るはず…です。

誰かの目に留まり…心に留まり…

回り回ってあなたの元へ

ほ～れ 皆んなの注目…で

ご自分が知らず知らずに頑張っていた…ってことも…

大丈夫…ですって

同じ考えの方…大勢いらっしゃるから…

先導して船を漕ぐ…出す…

同じ港に…向かうってことに なります。

ならなくっちゃ…ねェ



『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 頑張った一年…と胸をはれますか

気楽に…見えるように軽～く動けているのなら

…合格!ですが 目～ 一杯って事

誰かが感じたなら…

それは一寸…違う…かも

ご自分の本当の「位置
ポジション

」見えていますか。

高みから何かを見ている様では…

何の成長もないってことでしょうね

動く・働く・等と一人前に言葉にしても

大したこと出来ないのに…って

誰かが笑っていても可笑しくないはず…

笑われていないって自信?!

今年もそのまま?!



『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* お正月…らしく何か良いこと…を

書きたいですよね!

頑張っている方には…

それなりのメッセージが有るのですが…

残念ながら…０
ゼロ

ですね。

口では良いことばっかり…

出来ないこと…ツラツラと…

それがどの月生まれも同じ…何ですが…

この月生まれの方は…特に・特に力を入れ

伝えたいです。「あかんよ～」ってね

ご自分が・本当のご自分と向き合うべき

時が来ています・それを 何十年かに

一度のラッキー・チャンスにするのは

君!自身



『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 可も無く不可も無く…って一年!?でした方

躍進の年に変えられた方…

同じ一年を過ごしても・同じ月生まれでも…

大きな違いは…何なんでしょうね

少しは考えてみて下さいませ・ませ。

真面目にですよ

今年は いえ新しい年に…

あなたは何を望み 何に夢を託したいのか…って

このまま…このまま時が過ぎ…

全ての事が 夢 幻
ゆめまぼろし

のごとく…で

終わりたい…のでしたっけっね。

なら…このままそっと

今年も 暮れて行くのを待ちますか うん?!



8 月生まれの方

全般* 何十年と向き合って来た…つもりですよね

それでも分からない事って

世の中にあるって事を…再発見の昨年でした

又 新たに始まる一年に…

あなたは何を思い・託すのか

同じなら「死なば諸共
もろとも

」って諦める?のか…

面白いって深入り?するのも

又 一驚
いっきょう

?・一興
いっきょう

?・でしょうね

この後の人生賭けられる・賭けるに値
あたい

する

不思議に遭遇…です。

だんだん楽しく興味深くなる…

人生って楽しい・楽しみましょう。

あなた だから出来る事です

『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* さぁ～て昨年も 新たな今年も…

ご自身が ご自身を奮起させる様な事…

あったんでしょうか

何も見えないまま進んで来た人生に…

少しは光らしきものに出逢っていた…はずを

逃
のが

したり見送ったり…と

何事も 後手後手になる様な物事の運びを…

歯がゆく思い 焦りを…感じていても…

顔には出さず 頑張って来た方…のみに

光を…と祈りたいものですね。

でも 気づきの数だけ「運気」も倖せも…と…

思いたいものですが…!?

『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 行ったり・来たり…と

忙しい一年でしたよね。

心を定めたり落ち着く…等と

言うことを忘れていては…

すきま風が心に…ですよ…吹き寄せるかも…でした

何とか見送って…事なきを得たと

ご油断召さるなよ…

まだまだ 先は 長い・長い人生

そう簡単に 終わったりしないから

怖い・恐い…でもって…此処
こ こ

らあたりで

改心?劇?などやらかして…

全てはチャラにと…昨年の全てを消し去るだけ…

力量見せて下さい。

楽しみに待っている?方も

『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 見失ったり・見送ったり・と

心を定められず…で 終わった昨年を

今年こそ と言う勢いで…迎え撃つ…

なんざぁどうですが?

ご自分自身を探す…新たな旅の

新しい一年が始まる…と 思っていて下さいね。

考え方も・生き方も・人任せ…じゃなく

しっかりと自身で判断・決断・採決・実行・ってことで

物事を進めて…いく。

でも 一度に…なんて考えないで…

ゆっくりで…いいのですからね

頭で・心で 丁寧に・丁寧に

引き延ばして味わう事

『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* ゆったり…の心を 少し早めてみて下さい

何も焦ることないの ですが

でも少しスピードを上げて見て・周りを見て下さい。

あたりの景色に目が行く…

そのこと大切にして 側の誰かにも目がいく…

側の…その時々に変わる 人々の様子を…

しっかりと見ていて下さい。

人の心は移ろい行くもの…と思っていても

あまりのスピードに あっけにとられている

あなたがいますよね

そのスピードを少し上げて

ゆったり・ゆっくりでも「要
かなめ

」として!

『平成 25 年 1 月の運 気
チャンスライン

』


