
のぞいてみませんか 不思議の世界

写 真
ポラロイド

撮ってあなたを霊視
み る

ご紹介者のみ 完全予約制

会社・工場・土地・山林・店舗・ご自宅 等拝見

軸装占鑑・企業相談・ミニ集会（セミナー）等は従来通り伺います。

眞理 唯心会

１月生まれ ２月生まれ ３月生まれ ４月生まれ
全般* 先月に引き続き…少々 という方

も…おられます が 夏…の結果がすでに

出てきた方も しっかり取り組んで過ご

せた方に のみ…です あなたは…どう…

でしたか 人生はこの後も続いていく…

のですから 小さい事に拘
こだわ

らず…でも

見過ごさず…日々を大切にして 頂きた

いですね 収穫の秋…そして熟成の冬…

どの季節も どの日々も 全てがあなたの

人生…であること忘れないで下さい…ね

さぁ 気を入れ 迎えましょう 明日を!

全般* どう?でしょうか 何か…少し違う?

気がしませんか 何かを…無くした?落と

した…。何でもない時…少し油断をする

それがあなたの…弱点 でしょうか 常に

目いっぱい…で 頑張る…ことなど出来

ないもの…です 人間は…でも 大切な時

の…示唆
し さ

聞こえますか 聞こうとして…

いますか ご自分が決めたこと…守れて…

いますか?…続けられていますか…物事の

継続…それが「運気」となって ご自分に

返ってくる…そのこと 忘れないで下さい

全般* いつまでも そのまま…で いいと

考えている訳じゃない…ですよね ご自身

が 気づかれている…その事に 少し 心を

振り向けて…見て下さい 気づき…は 早

ければ 早いほど…あなたの人生が…変化

変わる…のです 現実の…目に見え触れ…

出来る そんなものだけが…大切なこと…

ではないと ご存じ の上で それでも …

その事 そのもの に 振り回されて生きる

事…選ばれている…そんなご自分にも

気づく…こと…です。解決は あるのです

全般* いつか…きっと…あなたも…何ら

かの 形で…ご自分の心…いえ 生き方…

「使命」に気づいて下さるはず…と 期待

して います。何もないのに…この人生が

ある…訳ない…と。人間は「しあわせ」

に なるため…生まれて来た…と 思って

おられますか? それって正解…であって

正解ではない…のです。自らの幸せは…

きっと他の人たちと…共にあること…だ

と思います。先ず 相手…誰かのため…で

始まります。幸運が自分に回って来なくても…です

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* いろいろ思い知る…事の多かった

先月に引き続き…さぁ何が待っている…

のでしょう ご自分のダメぶり…面白い

と…楽しめていますか そんな事にも…

気づかず…１ヵ月が過ぎた方…気づかな

い…は それはあなた かなり…重傷…

ですよ 今 何歳? ですか これまでの…

人生の経験…は 一体 何だったのですか

ご自分が20歳台…の方以外は 少し真剣

に ご自分を振り返り…見つめ直し…が

必要だと思いますが…いかがでしょうか

全般* いろいろ…ありますが いつでも

あなたの心の中にある「素直さ」を忘れ

ないで下さい 誰かを思い遣
や

ったり…誰

かの為に…の人生。「嘘」をつかない心

それがあなたの 利点・美点…なのだから

人間には長所も欠点も…誰にも存在する

のです その欠点だって「魅力」に変わ

る 変えられる…のかも知れないのです

から…。しっかりとご自分の心の管理を

すること…です。これでいい…などと…

いう人生は…ないのです 頑張れば出来る

全般* 少々…ですか いろいろ…有りすぎ

ですよね あなた…ご自身に…。でも

何も「達成」出来てないあなた…が いる

のですよ 自覚…有りますか この後の

人生 一体 何を成す…べきかを しっかり

考えて 心して 行動 出来る生き方模索
もさく

…

して下さい。人生の後半に突入…の方…

「使命」…忘れず 心から外さず…ですよ

あなたが 頂いた この世…での「奇跡」

に 報
むく

いること…忘れて「世を去る」様な

事の無いように 心・行動 を磨くのです

全般* 何ひとつ…変わる事なく…過ぎて

行く日々…に 思いを馳せ…る なんて事

していますか? 気づくことなく何気なく

日々が通り過ぎている そんな人生は…

少し 悲しい…ですね 生きていられる…

だけで しあわせ? ですか もっと何か…

ありませんか あなただから…あなたにと

神仏
か み

さまは きっと…。気づいて欲しい…

気づいて下さい 何も「試練
レッスン

・宿題
やること

」の

ない人生など…ないのですから ただ…

立ち止まらず 進むだけ? でいいのですか

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 体調・心? も…ですが…時間管理

間違っていません? 体力? に 頼り過ぎ

ですよ ご自分の体力の管理…も 大切…

です。心が定まらない…宙を浮く…漂う

そんな感覚…ですか それすら 定まら

ない…のですか ご自身の能力…なんて

たかが 知れています…当てに出来る…

ほどの 能力を引き出せる 人間なんて…

少量…しか 存在しないのです ましてや

「自分は…」なんて おこがましい…と

気づく…ことも 大いなる気づきの一歩

全般* まだまだ…です。どれだけ…の事

出来ると…思っているのですか 己を…

知る…という事にも 至っていないのです

何が あなたの「自信の元」ですか 少し

謙虚に…心を柔らかく…にこやかな笑顔

で 生きてみませんか ご自分が招き寄

せる「運気」に 思いを馳せた事…有りま

すか 何かが 少し 足りないから…物事

の 進展が…鈍い のです それすら気づ

かないで…いて 何が人生…ですか 生

まれて来た…事にすら 感謝のない人生ですか

全般* 出逢い…を どう? 思われますか…

ご自分の人生に大きな影響を 与える…

与えた…出逢いに 恵まれていますか…

未だ…出逢えるという「機会
チャンス

」を頂けて

いない…いえ ご自分が選んでいない…方

すべてを含めて…ご自分の「運気」変え

て見る 気持…お有りでしょうか 変える

には…心を開く…のです こうしたご縁で

「ガイド」お読み 頂けているのですから

変わって頂きたい! ものです あなた…

から! 総ては あなたから…始まるのです

全般* 先月…「少し 急ぎましょう」…と

ご自分の「運気」の動く時…は 誰にも

分からないもの…ですが 唯
わたくし

…からの

声 掛けは 声を聞けた…と言うことは

あなたに 変われ…と 神仏
か み

さまからの…

「メッセージ」…です「機会
チャンス

」は一度…

乗れるか 乗れないかは ご自身が持つ…

「運気」次第…です。さぁ～どうする…

のですか あなたご自身に 問われている

問いかけを「無視」…ですか それすらも

あなたの人生…だから いい…でしょう

「のっぺらぼうのシアワセよりも 起伏に富んだ フシアワセ」毛利
も う り

子来
た ね き

氏（小児科医）

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『19 年 10 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む
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1 月生まれの方

全般* 先月に引き続き…

少々 という方も…おられます が

夏…の結果がすでに出てきた方も

しっかり取り組んで過ごせた方に のみ…です

あなたは…どう…でしたか

人生はこの後も続いていく…のですから

小さい事に 拘
こだわ

らず…でも 見過ごさず…

日々を大切にして 頂きたいですね

収穫の秋…そして熟成の冬…

どの季節も どの日々も 全てがあなたの人生…

であること忘れないで下さい…ね

さぁ 気を入れ 迎えましょう 明日を!

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* どう?でしょうか 何か…

少し違う? 気がしませんか 何かを…無くした?

落とした…。 何でもない時…少し油断をする

それがあなたの…弱点 でしょうか

常に目いっぱい…で 頑張る…

ことなど出来ないもの…です 人間は…

でも 大切な時の…示唆
し さ

聞こえますか

聞こうとして…いますか ご自分が決めたこと…

守れて…いますか?… 続けられていますか…

物事の継続…

それが「運気」となって ご自分に返ってくる…

そのこと 忘れないで下さい

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* いつまでも そのまま…で

いいと考えている訳じゃない…ですよね

ご自身が 気づかれている…その事に

少し 心を振り向けて…見て下さい

気づき…は 早ければ 早いほど…

あなたの人生が…変化 変わる…のです

現実の…目に見え触れ…出来る

そんなものだけが…大切なこと… ではないと

ご存じ の上で それでも …その事 そのもの に

振り回されて生きる事…選ばれている…

そんなご自分にも気づく…こと…です。

解決は あるのです

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



4 月生まれの方

全般* いつか…きっと…あなたも…

何らかの 形で…ご自分の心…いえ 生き方…

「使命」に気づいて下さるはず…と

期待して います。

何もないのに…この人生がある…訳ない…と。

人間は「しあわせ」に なるため…生まれて

来た…と思っておられますか?

それって正解…であって正解ではない…

のです。自らの幸せは…きっと他の人たちと…

共にあること…だと思います。

先ず 相手…誰かのため…で 始まります。

幸運が 自分に回って来なくても…です

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



5 月生まれの方

全般* いろいろ思い知る…事の多かった

先月に引き続き…さぁ何が待っている…のでしょう

ご自分のダメぶり…面白いと…楽しめていますか

そんな事にも…気づかず…１ヵ月が過ぎた方…

気づかない…は それはあなた かなり…重傷…ですよ

今 何歳? ですか

これまでの…人生の経験…は 一体

何だったのですか

ご自分が 20 歳台…の方以外は 少し真剣に

ご自分を振り返り…見つめ直し…が必要だと

思いますが…いかがでしょうか

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



6 月生まれの方

全般* いろいろ…ありますが

いつでもあなたの心の中にある「素直さ」を

忘れないで下さい

誰かを思い遣
や

ったり…誰かの為に…の人生。

「嘘」をつかない心それがあなたの

利点・美点…なのだから

人間には長所も欠点も…誰にも存在するのです

その欠点だって「魅力」に変わる

変えられる…のかも知れないのですから…。

しっかりとご自分の心の管理をすること…です。

これでいい…などと…いう人生は…ないのです

頑張れば出来る

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



7 月生まれの方

全般* 少々…ですか いろいろ…

有りすぎですよね あなた…ご自身に…。

でも何も「達成」出来てないあなた…が いるのですよ

自覚…有りますか

この後の人生 一体 何を成す…べきかを しっかり

考えて心して行動 出来る生き方模索
も さ く

…して下さい。

人生の後半に突入…の方…「使命」…忘れず

心から外さず…ですよ

あなたが 頂いた この世…での「奇跡」に

報
むく

いること…忘れて 「世を去る」様な事の無いように

心・行動 を磨くのです

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



8 月生まれの方

全般* 何ひとつ…変わる事なく…

過ぎて行く日々…に 思いを馳せ…る

なんて事していますか?

気づくことなく何気なく日々が通り過ぎている

そんな人生は…少し 悲しい…ですね

生きていられる…だけで しあわせ? ですか

もっと何か…ありませんか

あなただから…あなたにと神仏
か み

さまは

きっと…。気づいて欲しい…気づいて下さい

何も「試練
レッスン

・宿題
やること

」のない人生など…

ないのですから

ただ…立ち止まらず 進むだけ?

でいいのですか

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 体調・心? も…ですが…

時間管理 間違っていません?

体力? に 頼り過ぎですよ

ご自分の体力の管理…も 大切…です。

心が定まらない…宙を浮く…漂うそんな感覚…ですか

それすら 定まらない…のですか

ご自身の能力…なんてたかが 知れています…

当てに出来る…ほどの 能力を引き出せる

人間なんて…少量…しか 存在しないのです

ましてや「自分は…」なんて おこがましい…と

気づく…ことも 大いなる気づきの一歩

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* まだまだ…です。

どれだけ…の事出来ると…思っているのですか

己を…知る…という事にも 至っていないのです

何が あなたの「自信の元」ですか

少し謙虚に…心を柔らかく…にこやかな笑顔で

生きてみませんか ご自分が招き寄せる「運気」に

思いを馳せた事…有りますか

何かが 少し 足りないから…物事の

進展が…鈍い のです

それすら気づかないで…いて 何が人生…ですか

生まれて来た…事にすら

感謝のない人生ですか

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 出逢い…を どう? 思われますか…

ご自分の人生に大きな影響を 与える…与えた…

出逢いに 恵まれていますか…

未だ…出逢えるという「機会
チャンス

」を頂けていない…

いえ ご自分が選んでいない…方すべてを含めて…

ご自分の「運気」変えて見る 気持…お有りでしょうか

変えるには…心を開く…のです

こうしたご縁で「ガイド」お読み 頂けているのですから

変わって頂きたい! ものです

あなた…から! 総ては あなたから…

始まるのです

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 先月…「少し 急ぎましょう」…と

ご自分の「運気」の動く時…は

誰にも分からないもの…ですが

唯
わたくし

…からの声 掛けは 声を聞けた…と言うことは

あなたに 変われ…と 神仏
か み

さまからの…

「メッセージ」…です

「機会
チャンス

」は一度… 乗れるか 乗れないかは

ご自身が持つ…「運気」次第…です。

さぁ～どうする…のですか

あなたご自身に 問われている問いかけを

「無視」…ですか

それすらも あなたの人生…だから

いい…でしょう

『平成 19 年 10 月の運 気
チャンスライン

』


