
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* 又 一年 が 過ぎます。振り返れ

ますか…少し せつない…ですね 念頭に

立てた「夢」や望み 心に突き刺さり…

ませんか ? 物事の…想いの…原点に…

いえ もっと もっと 下がるのです…

心を初心に…還らせてみて下さい そう

この世に生を受けたい…と 感じた 願っ

た その原点まで…です。ご自身が 今

ある その「位置
ポジション

」何のため…頂けた

のでしょう。何をしろ…と 思し召し…

なのか…神仏
か み

さまに 問う…月…ですね

全般* 心…定めて 過ごした一年でしたか

あなた…ほどの方が…「無」に過ごした

とは…考えたくない のですが 時間の流

れに 飲み込まれ…追われ…見失ったもの

沢山…過ぎて 列挙できないほど…です。

ご自身の「心の芯」揺るがさない、見失

わない…大切な「使命」…から目を離さ

ないこと…です。人生の後半に 入る方…

少し 焦りましょう。今 を 守れていても

断崖は 来ます。避ける方法は「自分」を

逃げない ことです。受けて立つのです!!

全般* 少し…心が落ち着いて…いますか

すぐ…ざわめく…のでしょうけれど。妙

に 自信を持ったり 落ち込んだり…まだ

まだ 心の定まることは…きっと…ない…

それは…ご自分の「本質」に 気づいて…

いない…と 言うことでしょう。あなたの

心…能力…体力 も 含めて…ですが その

部分にご自身の思いと…何かが一致しな

いから…でしょう。人間には 出来ない

こと…いっぱい…あります。それに気づ

く そして 認識すれば…道は 開けます!!

全般* 一年の進歩…感じられますか…何

か 分からないことに…腹を立て…心が

狭くなっています。悲しみや 怒りは …

あなたの心を暗くし 幸せを遠ざけるの

です。どんなに頑張っても「運気」が…

なぜ?って 思うその心を 他に向けてみる

やらねば ならぬ事 山積…です。ご自身

の人生…で あって…ない…。他のため…

なんです。他のために 生まれて来たのに

ご自分しか見えないのは…少々…不幸せ

今 じゃなく 来世…。人の幸せのため…

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 小さな「機会

チャンス

」いっぱい頂いて

いても 気づかず 遠回り…ですか いえ

遠回りでも…それは ご自分が動いた…

行動した…と いうことです…が 動きも

しなかった…のかも…。ご自分の人生…

です。ご自分が ご自分を変え…なけれ

ば 何も変わらない のです。百も承知

の上…それでも 手をこまねいている…

それが 今 の あなたの姿…です。行動

だけじゃない…心が働いてない それが

怖いのです。大変な一年が待っています

全般* かけ声…ばかりで 一年が過ぎます

新しい年には…何か新しい喜びが待って

いて欲しい…ですね。イライラや心の…

ブレ…なだめたり 鎮めたり…出来なけれ

ば…ムダに歳を重ねることに…なります

少しずつ それなりに…その歳に相応
ふさわ

しい

ご自分を積み重ねて…行きたいですね…

気負わず…自然に…流れるように…暮ら

すことが出来れば…いい…それだけで…

いい…のです。『部屋』から 目を離さな

い…手を離さない…。それが コツ…です

全般* 心…焦らせた 一年でした。何に

想いを馳
は

せたのか…最後の月です。振り

返りましょう 想いがかなわない…のは

それなりの理由がある…のでしょう。心

だけを焦
あせ

らせても…気づきや 変化を望ま

れているのなら…それが 優先順位…なの

では…ないでしょうか さぁ～ご自分が

中心…ではなく「一番大切」を…外さず

想いを新たにする…のです。他のため…

に 生を受けた…と認識を新たに…来年に

ご自分を整え…賭ける…のです 大丈夫!!

全般* なんだか代わり映えのしない一年

だった方…も…。この所…ずっ～と運気

落としている方や 積めていない方…多い

のでしょう。年々歳々「頑固」が 顔を

出し…手に負えない方も…。「柔軟…」

これは 若さの象徴…です。人の言葉が

聞ける…従える…向きを 変えられること

拘
こだわ

り…と 聞けば 何か賢く聞こえますが

単なる「頑固」でしかないのです。人の

言葉に耳を傾けても…従っても…ご自分

の「心の芯」が ブレなければ 大丈夫 !!

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* どれだけの体験 ? 心を働かせて

も 見えないものはあります。心の観点

が 違う…のです。気づき…とは 頂いた

「奇跡」に 気づくこと。もちろん奇跡

に遭遇出来ていない方も…おられますが

「腑に落ちる」を知る。それすら難しい

のでしょう…か。この月生まれは…二手

に 分かれています。まだまだ心が浅い

方…本能で…理解 ? 出来る…方…それ

は ご自身の想いを一つに出来ること…

素直に聞く…自分の考えに転換にしない

全般* 一年…は あなたにとって早かった

でしょうか。何も考えないで…過ごした

わけじゃないけれど…何も成長の跡…が

見えない方…ムダな努力で…終わった方

人それぞれ…でしょうけれど 常に問題

意識を持って 頭を働かせていた…のなら

それこそがきっと…来年へと繋がるはず

でしょう。新年を迎える毎に何か新しい

「挑戦」を心掛けていれば…歩みはノロ

くても…いつかきっと辿り着くはず です

大きな「使命」にお気づきなら…ですが

全般* 何の音沙汰もなく…密やかに潜行

が 今年の目標だったのなら…少し効果

あり…でしょうか だってあなたの息遣い

聞こえなかったんですもの…。深く静か

に…潜行…とは 何 ですか 生き方でも

変える…おつもりでしょうか。心に秘す

ものをお持ちなら それはそれで大切です

が…正々堂々と 打って出る!!のも 又…

いいものですが ご自分が「口」にする

そのことで 沢山の応援も…得られご自

分自身にも枷
かせ

が掛かり頑張れるものです

全般* 今年は…あなたにとって どんな

年でしたか 毎年 代わり映えのない一年

と…同じ「セリフ」で年末を締め括りた

くないでしょう 常に前を向いて…進む

たとえ少しでも 進歩していたい…頭の中

心の中では…そう考えていらっしゃるの

でしょうけれど 何か少し「頑固」? が顔

を出しています。年齢や体験が多くなれ

ばなるほど…心に蓄積したものが 知ら

ず知らずのうちに 埃と化して…ヘドロと

化してあなたを蝕むのです 忘れないで!

そのうち、そのうちと 弁解しながら、日が暮れる。 相 田 みつを

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『19 年 12 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む

wakuda_tsutomu
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1 月生まれの方

全般* 又 一年 が 過ぎます。

振り返れますか…少し せつない…ですね

念頭に立てた「夢」や望み

心に突き刺さり…ませんか ?

物事の…想いの…原点に…

いえ もっと もっと 下がるのです…

心を初心に…還らせてみて下さい

そうこの世に生を受けたい…と

感じた 願った その原点まで…です。

ご自身が 今ある その「位置
ポジション

」

何のため…頂けたのでしょう。

何をしろ…と 思し召し…なのか…

神仏
か み

さまに 問う…月…ですね

『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 心…定めて 過ごした一年でしたか

あなた…ほどの方が…「無」に過ごしたとは…

考えたくない のですが

時間の流れに 飲み込まれ…

追われ…見失ったもの沢山…

過ぎて 列挙できないほど…です。

ご自身の「心の芯」揺るがさない、見失わない…

大切な「使命」…から目を離さないこと…です。

人生の後半に 入る方…少し 焦りましょう。

今 を 守れていても 断崖は 来ます。

避ける方法は「自分」を逃げない ことです。

受けて立つのです!!

『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 少し…心が落ち着いて…いますか

すぐ…ざわめく…のでしょうけれど。

妙に 自信を持ったり 落ち込んだり…

まだまだ 心の定まることは…きっと…ない…

それは…ご自分の「本質」に

気づいて…いない…と 言うことでしょう。

あなたの心…能力…体力 も 含めて…ですが

その部分にご自身の思いと…何かが

一致しないから…でしょう。

人間には 出来ないこと…いっぱい…あります。

それに気づく そして 認識すれば…

道は 開けます!!

『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 一年の進歩…感じられますか…

何か 分からないことに…腹を立て…

心が狭くなっています。

悲しみや 怒りは …あなたの心を暗くし

幸せを遠ざけるのです。

どんなに頑張っても「運気」が…なぜ?って

思うその心を 他に向けてみる

やらねば ならぬ事 山積…です。

ご自身の人生…で あって…ない…。

他のため…なんです。

他のために 生まれて来たのに

ご自分しか見えないのは…

少々…不幸せ今 じゃなく 来世…。

人の幸せのため…



『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 小さな「機会
チャンス

」 いっぱい頂いていても

気づかず 遠回り…ですか

いえ遠回りでも…それは ご自分が動いた…

行動した…と いうことです…が

動きもしなかった…のかも…。

ご自分の人生…です。

ご自分が ご自分を変え…なければ

何も変わらない のです。百も承知の上…

それでも 手をこまねいている…

それが 今 の あなたの姿…です。

行動だけじゃない…心が働いてない

それが 怖いのです。

大変な一年が待っています



6 月生まれの方

全般* かけ声…ばかりで 一年が過ぎます

新しい年には…何か新しい喜びが

待っていて欲しい…ですね。

イライラや心の…ブレ…

なだめたり 鎮めたり…出来なければ…

ムダに歳を重ねることに…なります

少しずつ それなりに…その歳に相応
ふ さ わ

しい

ご自分を積み重ねて…行きたいですね…

気負わず…自然に…流れるように…

暮らすことが出来れば…いい…

それだけで…いい…のです。

『部屋』から 目を離さない…手を離さない…。

それが コツ…です

『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



7 月生まれの方

全般* 心…焦らせた 一年でした。

何に想いを馳
は

せたのか…最後の月です。

振り返りましょう 想いがかなわない…のは

それなりの理由がある…のでしょう。

心だけを焦
あせ

らせても…

気づきや 変化を望まれているのなら…

それが 優先順位…なのでは…ないでしょうか

さぁ～ご自分が中心…ではなく

「一番大切」を…外さず想いを

新たにする…のです。

他のため…に 生を受けた…と

認識を新たに…来年にご自分を整え…

賭ける…のです

大丈夫!!

『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



8 月生まれの方

全般* なんだか代わり映えのしない

一年だった方…も…。

この所…ずっ～と運気落としている方や

積めていない方…多いのでしょう。

年々歳々「頑固」が 顔を出し…

手に負えない方も…。

「柔軟…」これは 若さの象徴…です。

人の言葉が聞ける…従える…

向きを 変えられること

拘
こだわ

り…と 聞けば 何か賢く聞こえますが

単なる「頑固」でしかないのです。

人の言葉に耳を傾けても…従っても…

ご自分の「心の芯」が ブレなければ

大丈夫 !!

『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* どれだけの体験 ?

心を働かせても 見えないものはあります。

心の観点が 違う…のです。

気づき…とは 頂いた「奇跡」に 気づくこと。

もちろん奇跡に遭遇出来ていない方も…

おられますが「腑に落ちる」を知る。

それすら難しいのでしょう…か。

この月生まれは…二手に 分かれています。

まだまだ心が浅い方…

本能で…理解 ? 出来る…方…

それは ご自身の想いを

一つに出来ること…素直に聞く…

自分の考えに転換にしない

『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 一年…は あなたにとって

早かったでしょうか。

何も考えないで…過ごしたわけじゃないけれど…

何も成長の跡…が見えない方…

ムダな努力で…終わった方

人それぞれ…でしょうけれど

常に問題意識を持って 頭を働かせていた…のなら

それこそがきっと…

来年へと繋がるはずでしょう。

新年を迎える毎に

何か新しい「挑戦」を

心掛けていれば…歩みはノロくても…

いつかきっと辿り着くはず です

大きな「使命」に

お気づきなら…ですが

『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 何の音沙汰もなく…

密やかに潜行が

今年の目標だったのなら…

少し効果あり…でしょうか

だってあなたの息遣い

聞こえなかったんですもの…。

深く静かに…潜行…とは 何 ですか

生き方でも変える…おつもりでしょうか。

心に秘すものをお持ちなら

それはそれで大切ですが…正々堂々と

打って出る!!のも 又…いいものですが

ご自分が「口」にするそのことで

沢山の応援も…得られ

ご自分自身にも枷
かせ

が掛かり

頑張れるものです

『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 今年は…あなたにとって どんな年でしたか

毎年 代わり映えのない一年と…同じ「セリフ」で

年末を締め括りたくないでしょう

常に前を向いて…進む

たとえ少しでも 進歩していたい…

頭の中心の中では…

そう考えていらっしゃるのでしょうけれど

何か少し「頑固」? が

顔を出しています。

年齢や体験が多くなればなるほど…

心に蓄積したものが 知らず知らずのうちに

埃と化して…ヘドロと化して

あなたを蝕むのです

忘れないで!

『平成 19 年 12 月の運 気
チャンスライン

』


