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2022年１2月
の見どころ31日 土

チャレンジ精神が旺盛になり、
好きなことに集中できる活気
ある一年です。特に5月前半ま
でに着手した物事は、今後の
人生全般を豊かにするはず。
忙しい中でも自分の時間を捻
出し、特技や趣味を増やしまし
ょう。5月後半以降は収入源が
増えるなど、金運が大幅アッ
プ！　手土産を配るなど、人の
ためにお金を使うと人望も高
まります。

牡羊座
3/21 ～ 4/19生

★ラッキー月…4月、8月
★ラッキーアイテム…新しい長財布
★ラッキープレイス…牛がいる牧場

穏やかな流れの中で、小さな
幸せを数多く感じられる年で
す。特に幸運度が高いのは、友
達運。子ども関係の集まりで気
の合う人たちと縁ができたり、
懐かしい人との交際が復活し
たりと、周囲がにぎやかになる
予感が。ただし羽目を外して、
家事がおろそかになる心配
も。時間配分を意識しましょう。
後半は芸術的才能や感性が高
まります。

双子座
5/21 ～ 6/21生

★ラッキー月…2月、6月
★ラッキーアイテム…アロマオイル
★ラッキープレイス…有名な仏閣

2023年 12星座別年間占い

少しずつ試練運から抜け出し、
運気は軽くなっていきます。そ
して5月後半から、本格的な幸
運期がスタート！　未来のため
の種まきに適しますから、夢や
理想があるなら一歩でも踏み
出して。引っ越しや不動産の購
入など、大きな動きもお勧め。
この時期の頑張りが、今後の人
生を幸福にするのです。古くか
らの友人がラッキーパーソン。

牡牛座
4/20 ～ 5/20生

★ラッキー月…5月、9月
★ラッキーアイテム…手作りの髪飾り
★ラッキープレイス…焼き鳥店

紙と創る、ひとつ先の未来。
持続可能な循環型社会の実現に向け、脱プラスチック・

紙素材への転換などによるソリューションのご提案や

コンサルティングをご提供いたします。

原反・紙素材の調達からエコ商材のご購入まで、

何でもご相談ください。業務改善やESG経営ほか、

お客様の目的を踏まえたご提案をいたします。

www.paperandgreen.com

Paper & Green
にできること


