
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* いつまでも… すべてのものが

変わらず存在する…などと 言うことは

ない…と お分かり…ですよね もちろん

あなたご自身だって…です いかに 今

が 大切か…です この瞬間は 瞬間でし

か ないのです 瞬
まばた

き…する間に消え

ている…のです それでも 立ち止まる

立ち止まっていられますか いつもいつ

でも 物事が 起き 問題を 投げかけては

くれません ご自身で考え工夫し…与え

られた状態を いかにベターにするのか

全般* 心を澄ませて…みませんか 何かに

追われる様な…生き方…少し 改めてみて

下さい。ホントは何も 忙しくない…のに

ご自分を追い込んで…生きておられる…

あなたが生まれて来たこと…今 生きてあ

ること とても重要…です このままで

終わったなら 人間として生まれた意味も

生きた痕跡も…なく 悲しみ…だけが残る

様な…気が します あなたに…あなた…

だから やれること やらねばならぬこと

もうボチボチ 探す ご準備を…祈ります

全般* ず～っと…心をしゃがませた 状態

で…いいの…ですか ご自分の人生…です

から 好きになされば…いいのですが 気

づいて欲しい…のです 何の目的も何の

使命もなく…生まれては来ない…のです

地球上の生命
いのち

何千億?分の 一の「奇跡」

で 人間に生まれた事実を…。ごきぶりや

豚に（豚さん失礼…）生まれて来たかも 知れな

いのに…私たち人間は その奇跡を 気づ

かないで 当たり前…として暮らしている

さぁ 心を解き放ち 顔を上げて 前を見る

全般* ちょっと…心が走り過ぎ…の方…

しゃがみ込んだまま…の方 躁
そう

と鬱
うつ

の…

様に 何か離れすぎた心…です ご自身が

持つ「灰汁
あ く

」滲み出た…のでしょうか…

ご自身が 気づかない…心の底に沈めて

生きていた「ヘドロ」かも…常々 不平

不満の固まり…の方は ご自身でお気づき

かと…。いい子…で 生きて来た 来れた

から…気づかず過ぎてきたのなら 少し…

歩調を 改めて見直してみて下さい。人の

道に外れない…外さない で いて下さい

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 驕

おご

り昂
たか

ぶる心…制御はない 気づ

かない のですか 何があなたをそこまで

昂
たか

ぶらせるのですか どれだけの事…

出来ると言うのですか ご自身を買い

被
かぶ

って?…いるのですか そう 買い被っ

て…いるのです。何か少し 違う事で…

です 沢山良いもの…お持ち…です 今

の あなたはそれに気づかず…違う事に

終始…してるのです 悪い方に…心が向

く…から 間髪をいれず 口答え・言い訳

出来る…のです 頭の回転方向…変える!

全般* 叱咤激励…心から出来ていますか

そろそろ…疲れて来て…いませんか そう

して ご自分を追い込み追い上げするのも

いい方向…でしょうけれど…人は 心に…

馴染まない生き方を…続けると…疲れが

出てきます ゆっくり…です ゆっくりと

ゆったりと…左右に揺れながらも…心の

芯を…失わない…そんなご自分育てる…

のです 頑張っている!! は あなた…より

周りが疲れます それを知ることも…成長

肩の力…抜く…それでも…ダレない 様に

全般* 少々 お疲れ?ですか 何か思い違い

しながら…好きな方向に走っては…落ち

込み…落ち込んでは嘆き…何と忙しい…

人生…ですね 心を定める…と いうこと

出来ないのですか ご自分にとって…大切

は 何 ? なんですか それすら 気づかず

走り続ければ…息切れしても不思議では

ない…はずです 人生の大切…に出逢って

いても…信じられない…それを「業
ごう

」が

深い…というのです 一度きりの人生…な

かった事にして…嘆かない様に 祈ります

全般* 何か 少し「機会
チャンス

」を 頂ける 気配

です…が どんな小さな「機会
チャンス

」も見逃

さない…あなた…でしょうか 常々言い続

けています いろんな場面での…ご自分の

不作法や 配慮のたりなさは…運気に…と

続いています「これくらい…」が 怖い…

のです いえ そう思う心もなく…落と

している…日常…常識…普通の欠落…等

年齢を重ねるほど…人間は怠惰
たいだ

になる…

ものです 人のふり見て我がふり…直せな

いもの…いえ 人もやっている と思うもの

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 心の向き…少しずつ…変わって…

来ましたか 沢山の出逢いの中で…ご自

分が育つ…のです 今月の標語（ガイドの柱）

1％の奇跡を起こすは…99％の出逢いを

どう育てるのか…に掛かっているのです

心の向きや 育て方 まだまだこれから…

人生の最後まで…目を離せないの…です

が…今 ある出逢い…しっかり掴んで…

放さないこと…です 人生とは…独りで

は生きて行けないもの…です 誰かと共

に…師…に 出逢えているなら なおの事

全般* 何ほどの体験…何ほどの進歩…で

すか 人生のほんのハシリ…始まり…です

人間としても…です 何がそんなに心を…

躍
おど

らせる…のです これから…こそが…

大切です 心を鎮
しず

めて…向き合う のです

ご自分を育てるため…に です 小さな…

出逢い…大きな出逢い…どれも大切です

が 特に人生を変える…師…との出逢い

これからのあなたを…変える 変わる事を

楽しみにしています ご自分が変わる…

変えるのです 人…ではなくて…あなたが

全般* 体調・体力・心身 共に…何となく

でしょうか 季節の…変わり目も…そして

年齢の峠…にも 関係あり…でしょう…が

すぐに 慣れます 慣れざるを得ない…の

です そうして一歩ずつ…何かに向かって

いるのです だからこそ 気づく 変える

のです 生き方も 考え方も ご自身の使命

に向かって進む道…目指す の です 早け

れば早いほど 進歩・先行・出来るのです

何かに迷ったまま…それにすら 気づく

事なく…の人生にならない様に 祈ります

全般* 心の方向性…顧
かえり

みる時…でしょう

何かに囚
とら

われて…いた それから外れて…

少し 気持が楽になった…のなら…よし…

ですね 人間は独りでは…生きられない…

常に誰かと共に…です でも 忘れないで

下さい 身内・家族・は大切です でも …

きょうだいは 他人の始まり…と言います

ましてや 伴侶がいれば…いえ自然界は…

肉親と群れて暮らさない様に配慮されて

いるのです 他人に馴染む…他人と暮らす

頼りにされたり 頼ったり…しながらです

人生は ９９％ の 出逢いに よって決まる。 残り１％は 「奇跡」…に 遭遇 出来ること

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『19 年 11 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む
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テキストボックス
①ＳＴＹガイドの各生まれ月の　本文をクリックしますと、　各生まれ月のページ　（文字が大きいページ）に　移動します。②移動したページのタイトルを　クリックすると、最初の　ページに戻ります。 



1 月生まれの方

全般* いつまでも… すべてのものが

変わらず存在する…などと 言うことはない…と

お分かり…ですよね

もちろんあなたご自身だって…です

いかに 今が 大切か…です

この瞬間は 瞬間でしか ないのです

瞬
まばた

き…する間に消えている…のです

それでも 立ち止まる 立ち止まっていられますか

いつもいつでも 物事が 起き

問題を 投げかけては くれません

ご自身で考え工夫し…与えられた状態を

いかにベターにするのか

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 心を澄ませて…みませんか

何かに追われる様な…生き方…

少し 改めてみて下さい。

ホントは何も 忙しくない…のに

ご自分を追い込んで…生きておられる…

あなたが生まれて来たこと…

今 生きてあること とても重要…です

このままで終わったなら

人間として生まれた意味も

生きた痕跡も…なく

悲しみ…だけが残る様な…気が します

あなたに…あなた…だから やれること

やらねばならぬこと もうボチボチ 探す

ご準備を…祈ります

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* ず～っと…心をしゃがませた 状態で…

いいの…ですか ご自分の人生…ですから

好きになされば…いいのですが

気づいて欲しい…のです

何の目的も何の使命もなく…生まれては来ない…のです

地球上の生命
い の ち

何千億?分の 一の「奇跡」で

人間に生まれた事実を…。

ごきぶりや豚に（豚さん失礼…）生まれて来たかも

知れないのに…私たち人間は

その奇跡を 気づかないで 当たり前…

として暮らしている

さぁ 心を解き放ち 顔を上げて 前を見る

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



4 月生まれの方

全般* ちょっと…心が走り過ぎ…の方…

しゃがみ込んだまま…の方 躁
そ う

と鬱
うつ

の…様に

何か離れすぎた心…です

ご自身が持つ「灰汁
あ く

」滲み出た…のでしょうか…

ご自身が 気づかない…心の底に沈めて生きていた

「ヘドロ」かも…常々 不平不満の固まり…の方は

ご自身でお気づきかと…。

いい子…で 生きて来た 来れたから…

気づかず過ぎてきたのなら

少し…歩調を 改めて見直してみて下さい。

人の道に外れない…外さない で いて下さい

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



5 月生まれの方

全般* 驕
おご

り昂
たか

ぶる心…制御はない

気づかない のですか

何があなたをそこまで 昂
たか

ぶらせるのですか

どれだけの事…出来ると言うのですか

ご自身を買い被
かぶ

って?…いるのですか

そう 買い被って…いるのです。

何か少し 違う事で…です

沢山良いもの…お持ち…です

今の あなたはそれに気づかず…

違う事に終始…してるのです

悪い方に…心が向く…から

間髪をいれず 口答え・言い訳出来る…のです

頭の回転方向…変える!

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



6 月生まれの方

全般* 叱咤激励…心から出来ていますか

そろそろ…疲れて来て…いませんか

そうして ご自分を追い込み追い上げするのも

いい方向…でしょうけれど…

人は 心に…馴染まない生き方を…続けると…

疲れが出てきます

ゆっくり…です ゆっくりとゆったりと…

左右に揺れながらも…心の芯を…失わない…

そんなご自分育てる…のです

頑張っている!! は あなた…より周りが疲れます

それを知ることも…成長肩の力…抜く…

それでも…ダレない 様に

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



7 月生まれの方

全般* 少々 お疲れ?ですか

何か思い違いしながら…好きな方向に走っては…

落ち込み…落ち込んでは嘆き…

何と忙しい…人生…ですね

心を定める…と いうこと出来ないのですか

ご自分にとって…大切は 何 ? なんですか

それすら 気づかず走り続ければ…

息切れしても不思議ではない…はずです

人生の大切…に出逢っていても…信じられない…

それを「業
ご う

」が深い…というのです

一度きりの人生…なかった事にして…

嘆かない様に 祈ります

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



8 月生まれの方

全般* 何か 少し「機会
チャンス

」を 頂ける 気配です…が

どんな小さな「機会
チャンス

」も見逃さない…

あなた…でしょうか

常々言い続けています

いろんな場面での…ご自分の不作法や

配慮のたりなさは…運気に…と続いています

「これくらい…」が 怖い…のです

いえ そう思う心もなく…落としている…

日常…常識…普通の欠落…等年齢を重ねるほど…

人間は怠惰
た い だ

になる…ものです

人のふり見て我がふり…直せないもの…

いえ 人もやっている と思うもの

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 心の向き…

少しずつ…変わって…来ましたか

沢山の出逢いの中で…ご自分が育つ…のです

今月の標語（ガイドの柱） 1％の奇跡を起こすは…

99％の出逢いをどう育てるのか…に掛かっているのです

心の向きや 育て方 まだまだこれから…

人生の最後まで…目を離せないの…ですが…

今 ある出逢い…しっかり掴んで…

放さないこと…です

人生とは…独りでは生きて行けないもの…です

誰かと共に…師…に

出逢えているなら なおの事

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 何ほどの体験…何ほどの進歩…ですか

人生のほんのハシリ…始まり…です

人間としても…です

何がそんなに心を…躍
おど

らせる…のです

これから…こそが…大切です

心を鎮
しず

めて…向き合う のです

ご自分を育てるため…に です

小さな…出逢い…大きな出逢い…どれも大切ですが

特に人生を変える…師…との出逢い

これからのあなたを…変える 変わる事を

楽しみにしています

ご自分が変わる…変えるのです

人…ではなくて…あなたが

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 体調・体力・心身 共に…何となくでしょうか

季節の…変わり目も…そして年齢の峠…にも

関係あり…でしょう…がすぐに 慣れます

慣れざるを得ない…のです

そうして一歩ずつ…何かに向かっているのです

だからこそ 気づく 変えるのです

生き方も 考え方も ご自身の使命に向かって

進む道…目指す の です

早ければ早いほど 進歩・先行・出来るのです

何かに迷ったまま…それにすら 気づく事なく…の

人生にならない様に 祈ります

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 心の方向性…顧
かえり

みる時…でしょう

何かに囚
と ら

われて…いた それから外れて…

少し 気持が楽になった…のなら…よし…ですね

人間は独りでは…生きられない…

常に誰かと共に…です

でも 忘れないで下さい

身内・家族・は大切です でも …きょうだいは

他人の始まり…と言います

ましてや 伴侶がいれば…

いえ自然界は…肉親と群れて暮らさない様に

配慮されているのです

他人に馴染む…他人と暮らす頼りにされたり

頼ったり…しながらです

『平成 19 年 11 月の運 気
チャンスライン

』


