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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* 寒さが 本格的になりました…が

心まで 凍らせて…何にも反応 出来ない

なんて事の無いように…柔軟な上にも…

柔軟な・頭・心 そして身体で…いられ

る様に…努力…です。毎年書いています

が…２月は あっと言う間に…通り過ぎ

ます。人生のどの一日も…大切な24時間

です 一日たりともムダにせず 過ごした

いものですね。あなたのご自身の心や…

「運気」を …少し離した 離れたところ

でご自分を眺める そんな余裕も…大切!

全般* お正月休み…心の休息…ご自分を

整える…そんな 諸々の事 出来ましたか?

今年は かなり…力
りき

がいる一年になりそう

ですよ。良くも悪くも…あなた 次第…で

どちらにも転びます ご自分の運気…が

大きく影響する…でしょう。何事にも…

動じることなく…対処・対応 出来る…か

と ご自身に 問うてみて下さい…大丈夫

だと…自信がおありなら 大きな変化に

乗れ…前進あるのみの すばらしい 一年

に…なります。後は あなたの 運気次第!

全般* 「体験学習」が「へた」? なんで

しょうか いつも いつも 同じ石で 躓
つまづ

く

なんて…そう思いませんか 何度も同じ事

繰り返す…そんなご自分を…。心機一転

なんて言葉は…あなたの辞書にはない…

のですか でも…それもこれも昨年まで

のこと…にしましょう。今年からは 少し

考え方も 生き方も 変えて あなた…本来

の…心の底に沈めていた 本物の力…発揮

させて下さい。心の育て方 ご自身を労り

再度の出発です。心…想い…も 大切に!!

全般* 変化の年…すべてにおいて…です

もう…そろそろと 考えていた方…動いて

みましょうよ 時節は到来…もうそこに

何かが…感じられる方も そうでない方も

揺さぶりを…掛けてみるべき時でしょう

あなたの人生…です ご自分が動く…事

でしか…事態は変わらないのです。時期

を待つ 様子を見る…事も大切です…が…

少しの変化も見逃さない…そんな目を…

育てて来た自信がお有りなら…（眠っていた方

はダメ…ですが）ピンチをチャンスに変える!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* いつも 伝えています「未来は今

という瞬間に掛かっている」と…。今年

のあなたの目標や…夢…描けていますか

時間管理の感覚や…物事を筋道立てて…

考えること…人生の優先順位・自己管理

など…この一年…だけじゃなく ご自分

の人生そのもの 長期にわたる…目標や

展望を…。あっと言う間に過ぎたお正月

ぼーとしたままの頭を…回転させること

から始めて…それも 大きく回転…です

さぁ～本番…ですよ 頑張れば出来る !?

全般* 昨年…という一年に…あなたが…

して来た忘れ物…。今年は そのことに

気づく一年…です。ご自分の生き方に…

そして生まれて来た…意味や…「使命」

きっと いいところまで…行っていたのに

人の言葉に 乗せられて流されて…気づか

ないまま…ご自分が 外れていったのです

神仏
か み

さまからの伝言
メッセージ

は…難しかった?の

かな…。いえいえ 決して難しくはない…

のですが あなたの…心が よそ見をして

いたのです。心が 練れてなかった…だけ

全般* 心を定めて 一つに絞る…時 です

何をぼんやり…しているのですか 人生は

刻々と過ぎていきます あなたを待っては

くれないのです しゃがみ込む…のもいい

でしょう あなたの人生…だから 好きに

すればいいけれど…何もしない やらない

ための言い訳・理由なら 100でも…浮か

びます。大切なのはどうすれば出来るか

と 考えたり行動したり…智恵を出すこと

です。ご自分の人生に 何を望み…賭ける

「使命」は…生まれて来た意味は…です

全般* 今年…初めから 何か忙しい? 仕事

じゃなく…です。あなたを必要と…して

いる方が…いらっしゃる…のですよ 誰か

の為…が大切な時…です。人のためは…

我が為…なんでしょう。いつか いつか…

きっと帰ってきます。でも そんな事すら

考えないで するから…人の為…なんです

前半は そんな忙しさで過ぎますが…後半

は きっとご自分の為…運気が動きます様

に…祈ります。人生とは…そうしたもの

です。心おきなく無事が…繰り返えし…!

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 人生を…変えられる? …ほどの…

大きな…転換…が 見えます。ご自分の

心や 考え方に 拘
こだわ

ったり 好き嫌いが…

過ぎると 大切なもの・こと を失います

それを外すと 人生が…いえ…あなたの

生まれて来た…意味まで変わることに…

ご自分の「心の位置」それを再確認…の

時…です。何か? 考え違い…も見えます

真っ直ぐ…です。本気になること…です

関係ないこと全部 捨てて ひたすら…を

忘れないこと…。試されているのですよ

全般* ご自分の心の…拠り所…見えてい

ますか 何も聞こえない…あなたになら

ない様に…いろんなことを…手加減して

頂いている…ことを感じるのです。人生

の途中…立ち止まり座り込み…しながら

でも 歩けていることを感謝…するのです

すべては ご自分が…発しているのです。

あなた…が 変わる…それしか無い…の

でしょう。少しずつでも…何かに近づい

ている 近づけている…その予感は正しい

今 頑張らないと 何も変わらないのです

全般* 少し…何らかの兆し…が それが

あなたの望む方向なら…嬉しいのですが

そのための 準備…普段の「陰徳」ですが

大丈夫?!でしょうか ご自分の目的に…

合わせた心の準備（運気・お金…などの…）を…

して来ていますか。何もなく…ただ歩く

のではなく…です。今年…運気の動きに

合わせて 頑張る!いえ 運気すら 巻き込

んで…やろうと…思えるなら いい時期

の方も 心意気!だけでも大きく動かして

下さい。大丈夫の方 大勢おられます…!!

全般* ご自分の思いこみ!?で 動かない…

ご自分の人生だから…好きな様にすれば

いいのですが。いつも最高の状態である

為の…意味を考えながら…人生の曲がり

角 曲がっていくのです。ご自分の頭の中

だけで 人生が描けるならそんな楽なこと

はないのでしょうが そう いかないのが

人生…です。歳と共に…体験と共に賢く

なれれば…その体験をパターンとして…

記憶し 新しい出来事に対処すべく応用…

出来れば 出来る方なら…出来る様に…と

美しい五つの心「感謝の心」「慈愛の心」「敬いの心」「許しの心」「詫びの心」

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『２0 年２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* 寒さが 本格的になりました…が

心まで 凍らせて…何にも反応

出来ないなんて事の無いように…

柔軟な上にも…柔軟な・頭・心

そして身体で…いられる様に…努力…です。

毎年書いていますが…２月は

あっと言う間に…通り過ぎます。

人生のどの一日も…大切な 24 時間です

一日たりともムダにせず 過ごしたいものですね。

あなたのご自身の心や…「運気」を …

少し離した 離れたところでご自分を眺める

そんな余裕も…大切!

『平成 20 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* お正月休み…心の休息…

ご自分を整える…

そんな 諸々の事 出来ましたか?

今年は かなり…力
り き

がいる一年になりそうですよ。

良くも悪くも…あなた 次第…で

どちらにも転びます

ご自分の運気…が 大きく影響する…でしょう。

何事にも…動じることなく…対処・対応

出来る…かと ご自身に 問うてみて下さい…

大丈夫だと…自信がおありなら

大きな変化に乗れ…前進あるのみの

すばらしい 一年に…なります。

後は あなたの 運気次第!

『平成 20 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 「体験学習」が「へた」? なんでしょうか

いつも いつも 同じ石で 躓
つまづ

くなんて…

そう思いませんか

何度も同じ事繰り返す…そんなご自分を…。

心機一転なんて言葉は…

あなたの辞書にはない…のですか

でも…それもこれも昨年までのこと…にしましょう。

今年からは 少し考え方も 生き方も 変えて

あなた…本来の…心の底に沈めていた

本物の力…発揮させて下さい。

心の育て方 ご自身を労り再度の出発です。

心…想い…も 大切に!!

『平成 20 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 変化の年…すべてにおいて…です

もう…そろそろと 考えていた方…

動いてみましょうよ

時節は到来…もうそこに何かが…

感じられる方も そうでない方も

揺さぶりを…掛けてみるべき時でしょう

あなたの人生…です

ご自分が動く…事でしか…

事態は変わらないのです。

時期を待つ 様子を見る…事も

大切です…が…少しの変化も見逃さない…

そんな目を…育てて来た自信がお有りなら…
（眠っていた方はダメ…ですが）

ピンチをチャンスに変える!



『平成 20 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* いつも 伝えています

「未来は今という瞬間に掛かっている」と…。

今年のあなたの目標や…夢…描けていますか

時間管理の感覚や…

物事を筋道立てて…考えること…

人生の優先順位・自己管理など…

この一年…だけじゃなく

ご自分の人生そのもの

長期にわたる…目標や展望を…。

あっと言う間に過ぎたお正月

ぼーとしたままの頭を…回転させることから始めて…

それも 大きく回転…です

さぁ～本番…ですよ 頑張れば出来る !?



6 月生まれの方

全般* 昨年…という一年に…

あなたが…して来た忘れ物…。

今年は そのことに 気づく一年…です。

ご自分の生き方に…

そして生まれて来た…意味や…「使命」

きっと いいところまで…行っていたのに

人の言葉に 乗せられて流されて…

気づかないまま…

ご自分が 外れていったのです

神仏
か み

さまからの伝言
メッセージ

は…難しかった?のかな…。

いえいえ 決して難しくはない…のですが

あなたの…心が よそ見をしていたのです。

心が 練れてなかった…だけ

『平成 20 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



7 月生まれの方

全般* 心を定めて 一つに絞る…時 です

何をぼんやり…しているのですか

人生は刻々と過ぎていきます

あなたを待ってはくれないのです

しゃがみ込む…のもいいでしょう

あなたの人生…だから

好きにすればいいけれど…

何もしない やらないための言い訳・理由なら

100 でも…浮かびます。

大切なのはどうすれば出来るかと

考えたり行動したり…智恵を出すことです。

ご自分の人生に 何を望み…賭ける「使命」は…

生まれて来た意味は…です

『平成 20 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



8 月生まれの方

全般* 今年…初めから 何か忙しい?

仕事じゃなく…です。

あなたを必要と…している方が…

いらっしゃる…のですよ

誰かの為…が大切な時…です。

人のためは…我が為…なんでしょう。

いつか いつか…きっと帰ってきます。

でも そんな事すら考えないで するから…

人の為…なんです

前半は そんな忙しさで過ぎますが…

後半は きっとご自分の為…

運気が動きます様に…祈ります。

人生とは…そうしたものです。

心おきなく無事が…繰り返えし…!

『平成 20 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 人生を…変えられる? …ほどの…

大きな…転換…が 見えます。

ご自分の心や 考え方に 拘
こだわ

ったり

好き嫌いが…過ぎると

大切なもの・こと を失います

それを外すと 人生が…いえ…

あなたの生まれて来た…意味まで変わることに…

ご自分の「心の位置」それを再確認…の時…です。

何か? 考え違い…も見えます

真っ直ぐ…です。

本気になること…です

関係ないこと全部 捨てて

ひたすら…を 忘れないこと…。

試されているのですよ

『平成 20 年 2月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* ご自分の心の…拠り所…見えていますか

何も聞こえない…あなたにならない様に…

いろんなことを…手加減して頂いている…ことを

感じるのです。

人生の途中…立ち止まり座り込み…

しながらでも 歩けていることを

感謝…するのです

すべては ご自分が…発しているのです。

あなた…が 変わる…それしか無い…のでしょう。

少しずつでも…何かに近づいている

近づけている…その予感は正しい

今 張らないと 何も変わらないのです

『平成 20 年 2月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 少し…何らかの兆し…が

それがあなたの望む方向なら…嬉しいのですが

そのための 準備…普段の「陰徳」ですが

大丈夫?!でしょうか

ご自分の目的に…合わせた

心の準備（運気・お金…などの…）を…して来ていますか。

何もなく…ただ歩くのではなく…です。

今年…運気の動きに合わせて 頑張る!

いえ 運気すら 巻き込んで…やろうと…思えるなら

いい時期の方も 心意気!だけでも

大きく動かして下さい。

大丈夫の方 大勢おられます…!!

『平成 20 年 2月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* ご自分の思いこみ!?で 動かない…

ご自分の人生だから…

好きな様にすればいいのですが。

いつも最高の状態である為の…意味を考えながら…

人生の曲がり角 曲がっていくのです。

ご自分の頭の中だけで 人生が描けるなら

そんな楽なことはないのでしょうが

そう いかないのが人生…です。

歳と共に…体験と共に賢くなれれば…

その体験をパターンとして…記憶し

新しい出来事に対処すべく応用…出来れば

出来る方なら…出来る様に…と

『平成 20 年 2月の運 気
チャンスライン

』


