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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* 新しい年…迎えて 今年の抱負は

何を思い…何に 向かいたい…と 思った

のでしょう あッと言う間に 12月を迎え

そして 今 新たな 目標に…向かえる事

平凡…ですが とても嬉しくて大切な事

なんだと…気づいていますか ご自分…

だけじゃなく 周りの方達も含めて 今

あることへの 感謝を忘れないで下さい

今年も!今年こそ!そんな思いを込めて…

「神仏
か み

さま」に…祈りたいものです。又

１年 笑顔で 元気に 頑張れるご自分で!

全般* 新年に…想いを新たにして…臨
のぞ

む

気構え 立てて 下さい。いえ 欲しい…の

です。いつまでも そのまま で いいい…

わけはない…し いて 欲しくないから…

です。立ち止まったり 座り込んだり…は

あなた…らしくない 本来のあなた…に戻

って下さい。しっかりと頑張る…１年に

しませんか。ご自分にとっての優先順位

立てて下さい。これは絶対外せないもの

心に定めて…人生を見つめ直す…１年に

しましょう。頑張れば 運は付いて来る!!

全般* 少し…変わりつつ…あると思える

方…少しも進歩のない方…人生はそれぞ

れの生き方や頑張り方によって「差」が

出て来ます。それが運気に大きく影響…

する…のでしよう ね。生まれて来た意味

や「使命」…大切に思うなら もう少し…

向きを変えて 今年こそ!!の想いを新たに

何か 小さな事でもいいから 始めません

か（遊びは…バツです）１月…という月は

そんなことにも心を 馳せられる月…なの

です。笑顔で迎える 年末…目指して…!!

全般* さぁ～新年…です。改めて目標を

立て直す…? より そのまま…そのままで

一気に走り込む…１年に。でも…それは

常に頑張る人生を…歩んでいる方にのみ

の助言…です。心をフラフラさせて迷い

に迷っている方には向かない…のです。

生きるため…飯の種…だと思う…仕事の

仕方を改めなければ…むやみに走るだけ

に…成りかねません。新年とは改めて…

ご自分と向き合う…「月」だと 思います

今年こそ!と毎年思うことも又 良き哉
かな

…!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 今年こそ 今年こそ そう!…です

毎年…新年に そう思って 意気込んで…

そして 残念な心で年末を迎えたんです

よね。どう!ですか 新しい年の抱負…は

何を目標に掲
かか

げ…何に照準を合わせて

と 心に期するもの…あるのでしょうか

ご自分にとっての…心の優先順位を正す

ことから 始めませんか「人生の大切」

を 見つめ直し 正していく…そうすれば

「本道」が見えてくる…? かも…です。

楽しみです…年末の あなたの笑顔…!?

全般* 気づき? に遅れあり…です 以前は

分からないまでも…何か違う…道が違う

と 微
かす

かに…でも 気づいていた…様な…

気が…しましたが…。組んでいる相手…

が 何か心ここに有らず…なんでしょうか

それは 相手が悪い…いえ同根…でしょう

人として生まれ 生きていくこと…の意味

解していない。今年 起きるであろう事象

に 対処 対応…が出来なく…なるやも…

１年間… 生活 乱さず 無事 過ごせる事

祈る…のみ です。孤立無援?で 頑張る…

全般* 運気を動かすコツ…なんてない…

のですが…何か 見えない波…風…きっと

微風…でも乗れる・飛べる…なんて気に

させられ…動いて見る…。さて 結果は…

あなたの積んで来た「運気」次第って事

です。人によっては年末ハッピーな方も

年末 又 落とした…方も 人それぞれ で

したね。結果なんて…簡単に出たりしな

いのです 道中
プロセス

で どう対処するのか…

が ご自分の能力の見せ所…です 何があ

っても 慢心しない へこまない 辛抱のみ

全般* 年々歳々…しんどい 人生になって

いませんか それってご自分の鍛え方だけ

なんですよ 未来の予想…なんて大層な事

じゃなくて…少し先…せめて年末の反省

だけでも…なくなれば…新年を笑顔で…

迎えられれば…と それ位の…望みから…

形にする…のに ご自身がどう変われば…

いいのか…と…ですよね。大丈夫…です

そのまま…そのままで いいのです。その

位置
ポジション

を…せめて動かず 確保…すること

考えていて…下さい。退歩…でなければ!

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 仕事や日常のことも…大事ですが

「人類として…」の 役割や責任…を…

果たすことも…考えていて下さい。命…

にも…想いを馳せる…それが『部屋』…

からの伝言
メッセージ

…のはず…です。人…では

なく…人類として…。それが出来てこそ

「神仏
か み

さま」の応援が得られるのです。

気づかず…我が道を歩く…違う道を歩く

正しい…という 思いこみ…そこから…

総て始まる…のです。自信…は 思いこ

みは 人を「盲目」に してしまうのです

全般* 公私共に いろいろ…あった年末…

でした。さぁ～今年こそ 性根を正して…

正面を向いて…いて下さい。人によって

は 正念場…の 方も おられます。何はと

もあれご自分の人生…です。誰に変わっ

て貰えるものでもない…それを忘れない

すべての事は「笑顔」から…始まります

朝一番…飛びっきりの「笑顔」で先ずは

幸運の女神に（鏡に映る…あなた…です）

お早う…ッ と ご挨拶…です。そうして

一日が始まる…を繰り返す…だけでも…!

全般* 良い年末…を 過ごされましたか…

そして 元旦が…良き目覚めで…有ります

様に…。そのまま…何事もなく １年が…

続いてくれれば…人生はラッキーなんで

すが 簡単に「そうは問屋が卸さない…」

でしょうね そうなんです すべての方は

ご自分が決めて来られた「使命」をお持

ちなんです 生活・社会・仕事・何でもな

いように日々が過ぎていきますが それ以

外にご自分の役目や役割…があるのです

気づかず人生が終われば 来世に…ですよ

全般* 人それぞれに…年相応に…積んだ

運気に…合わせた…年末…だったこと…

でしょう そして 又 新たな 年末?に

向かって 少しずつ…進んで…行くのです

人生の「幕」を閉じるまで それは 繰り

返されるのです。人間は意味もなく生き

ている…のじゃなく しっかりと「使命」

を携
たずさ

えて生まれて来た…こと 忘れない

で下さい。ず～っと座り込んでいた…方

このままだと…少し大変な 来世…ですよ

ここら辺りで 大きく深呼吸…大丈夫…!!

淡きを食らい 薄きを着る 淡泊で質素なものを食べ 地味で質素な暮らし

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『20 年 1 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* 新しい年…迎えて 今年の抱負は何を思い…

何に 向かいたい…と 思ったのでしょう

あッと言う間に 12 月を迎え

そして 今 新たな 目標に…向かえる事

平凡…ですが とても嬉しくて大切な事

なんだと…気づいていますか

ご自分…だけじゃなく 周りの方達も含めて

今あることへの 感謝を忘れないで下さい

今年も!今年こそ!そんな思いを込めて…

「神仏
か み

さま」に…祈りたいものです。

又１年 笑顔で 元気に 頑張れるご自分で!

『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 新年に…想いを新たにして…

臨
のぞ

む気構え 立てて 下さい。

いえ 欲しい…のです。

いつまでも そのまま で いいい…わけはない…し

いて 欲しくないから…です。

立ち止まったり 座り込んだり…は

あなた…らしくない

本来のあなた…に戻って下さい。

しっかりと頑張る…１年にしませんか。

ご自分にとっての優先順位立てて下さい。

これは絶対外せないもの心に定めて…

人生を見つめ直す…１年にしましょう。

頑張れば 運は付いて来る!!

『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 少し…変わりつつ…あると思える方…

少しも進歩のない方…

人生はそれぞれの生き方や

頑張り方によって「差」が出て来ます。

それが運気に大きく影響…する…のでしよう ね。

生まれて来た意味や「使命」…

大切に思うなら もう少し…向きを変えて

今年こそ!!の想いを新たに何か

小さな事でもいいから 始めませんか
（遊びは…バツです）

１月…という月は そんなことにも

心を 馳せられる月…なのです。

笑顔で迎える 年末…目指して…!!

『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* さぁ～新年…です。改めて目標を

立て直す…? より そのまま…そのままで

一気に走り込む…１年に。

でも…それは常に頑張る人生を…

歩んでいる方にのみの助言…です。

心をフラフラさせて迷いに迷っている方には

向かない…のです。

生きるため…飯の種…だと思う…

仕事の仕方を改めなければ…

むやみに走るだけに…成りかねません。

新年とは改めて…

ご自分と向き合う…「月」だと 思います

今年こそ!と毎年思うことも又 良き哉
かな

…!



『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 今年こそ 今年こそ そう!…です

毎年…新年に そう思って 意気込んで…

そして 残念な心で年末を迎えたんですよね。

どう!ですか 新しい年の抱負…は

何を目標に掲
かか

げ…何に照準を合わせてと

心に期するもの…あるのでしょうか

ご自分にとっての…心の優先順位を正すことから

始めませんか「人生の大切」を

見つめ直し 正していく…

そうすれば「本道」が見えてくる…? かも…です。

楽しみです…年末の あなたの笑顔…!?



6 月生まれの方

全般* 気づき? に遅れあり…です

以前は 分からないまでも…何か違う…道が違うと

微
かす

かに…でも 気づいていた…様な…

気が…しましたが…。

組んでいる相手…が

何か心ここに有らず…なんでしょうか

それは 相手が悪い…いえ同根…でしょう

人として生まれ 生きていくこと…の意味解していない。

今年 起きるであろう事象に

対処 対応…が出来なく…なるやも…

１年間… 生活 乱さず

無事 過ごせる事 祈る…のみ です。

孤立無援?で 頑張る…

『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



7 月生まれの方

全般* 運気を動かすコツ…なんて

ない…のですが…何か 見えない波…風…

きっと微風…でも乗れる・飛べる…なんて

気にさせられ…動いて見る…。

さて 結果は…あなたの積んで来た

「運気」次第って事です。

人によっては年末ハッピーな方も

年末 又 落とした…方も 人それぞれ でしたね。

結果なんて…簡単に出たりしないのです

道中
プロセス

で どう対処するのか…が

ご自分の能力の見せ所…です

何があっても 慢心しない

へこまない 辛抱のみ

『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



8 月生まれの方

全般* 年々歳々…しんどい

人生になっていませんか

それってご自分の鍛え方だけなんですよ

未来の予想…なんて大層な事じゃなくて…

少し先…せめて年末の反省だけでも…なくなれば…

新年を笑顔で…迎えられれば…と

それ位の…望みから…形にする…のに

ご自身がどう変われば…いいのか…と…ですよね。

大丈夫…ですそのまま…そのままで いいのです。

その位置
ポジション

を…せめて動かず 確保…すること

考えていて…下さい。退歩…でなければ!

『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 仕事や日常のことも…大事ですが

「人類として…」の 役割や責任…を…

果たすことも…考えていて下さい。

命…にも…想いを馳せる…

それが『部屋』…からの伝言
メッセージ

…のはず…です。

人…ではなく…人類として…。

それが出来てこそ「神仏
か み

さま」の応援が得られるのです。

気づかず…我が道を歩く…

違う道を歩く正しい…という 思いこみ…

そこから…総て始まる…のです。

自信…は 思いこみは

人を「盲目」に してしまうのです

『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 公私共に いろいろ…あった年末…でした。

さぁ～今年こそ 性根を正して…

正面を向いて…いて下さい。

人によっては 正念場…の 方も おられます。

何はともあれご自分の人生…です。

誰に変わって貰えるものでもない…それを忘れない

すべての事は「笑顔」から…始まります

朝一番…飛びっきりの「笑顔」で先ずは

幸運の女神に（鏡に映る…あなた…です）

お早う…ッ と ご挨拶…です。

そうして一日が始まる…を繰り返す…だけでも…!

『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 良い年末…を 過ごされましたか…

そして 元旦が…良き目覚めで…有ります様に…。

そのまま…何事もなく １年が…続いてくれれば…

人生はラッキーなんですが

簡単に「そうは問屋が卸さない…」でしょうね

そうなんです

すべての方はご自分が決めて来られた

「使命」をお持ちなんです

生活・社会・仕事・何でもないように

日々が過ぎていきますが

それ以外にご自分の役目や役割…があるのです

気づかず人生が終われば 来世に…ですよ

『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 人それぞれに…

年相応に…積んだ運気に…

合わせた…年末…だったこと…でしょう

そして 又 新たな 年末?に 向かって

少しずつ…進んで…行くのです

人生の「幕」を閉じるまで

それは 繰り返されるのです。

人間は意味もなく生きている…のじゃなく

しっかりと「使命」を携
たずさ

えて生まれて来た…こと

忘れないで下さい。

ず～っと座り込んでいた…方

このままだと…少し大変な 来世…ですよ

ここら辺りで 大きく深呼吸…大丈夫…!!

『平成 20 年 1 月の運 気
チャンスライン

』


