
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* 大変なこと?…大事なもの…の事

改めて考えてみる…みなければ…の

機会
チャンス

頂いています。それは…ご自分

自身のこと(体力・能力・気力)方…や 人生の

「使命」に賭ける・ 向かう 心の鍛え方

など…それぞれ 意味も中身も 違うはず

です。今回は特に その差…を ご自身が

見抜けられるかどうか…によっては そ

のことの 意味が 大きく違ってきます

あなたの考える 今世…次に繋がる来世

にまで…広がる大きな波…乗れる かな?

全般* 何気なく…過ぎていく歳月…気持

を 寄せることも…振り返ることも…なく

特に二月は「逃げる」と…早かったです

よね。新しい人々との出会い…職場…で

学校で…。その裏では…悲しい別れも…

ありました。ご自分だけは…何事もなく

日々変わらず…と…今も思い続けている

のでしようか。すべての自然は…私たち

人間を…時間を 待っていてはくれないの

です 我々に許されてある…のは…ホン

のこの「一瞬」のみ…だと 忘れないで!!

全般*人生の節目…の方も…あなたが望む

この後の人生…構図は描けていますか…

あなたの想いとは…別に 大きな「使命」

が伏せられている方も…。だから だから

苦しみか大きい…のかも…の方も。でも

忘れないで下さい。ご自分にとって…の

大切なもの の順位は…基準は。どなたに

も 常に「優先順位」は あるはず…です

それを外したら…ご自分の人生…骨格を

なさない…とは 気づかない…のですか…

それを「バカ者」というのです…が…!?

全般* 何か…気持が 緩んでいませんか…

少し位 思うようにならなくても…あなた

なら小休止すれば…立ち直れる…方のは

ず…何に気持を凹ませたのですか 大切な

方…見えなくなっていませんか? そんな

事ないって…ですか…心の偏りが…物事

を見えにくくしている様に見受けますが

初心に返って…ご自分の「心の芯」…を

しっかり見つめ直し この「ガイド」を…

真髄を 読み取って ほしいもの…ですね

あなたと出逢えて…とても嬉しかった…!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 対話の意味…人生のホンの先を…

読めない・見えない・考えられない・分

からない…でも…何かに対する不足不満

だけは…手で口を押さえないと 止まら

ないほど…飛びだしてくる…ご自身の…

心の中…頭の中 どうなっちゃったのか

なぁ 人生のホンの先 この先…に対す

る不安? 焦り?それとも…期待・優越感

驕り…頭の 回転機能の 衰え…。驕り高

ぶる心は…知らず知らずのうちに能力の

欠落を招き 融通の利かない人間にと…

全般* はしゃぎすぎ?ていませんか…心の

中にある…言うに言えない言葉に出せな

い不満が…行動にと現れて…その姿を…

誇示したい…見せたい…。その 心根が…

見えるから…いえ分かっておられるから

封じられたのに…。気づかず 大暴れ…。

昨年の後半から…あなたの 心が 少し…

他の影響を受け…ただ受けた…だけじゃ

なく…取り込まれ翻弄され…その方以上

に舞い上がってしまい…とても収支は…

つかず…。この後 ホントにどうするの?

全般* ご自分…というものを…しっかり

把握…できてない…神仏
か み

さまのお導きが

なければ… 今 その姿さえない…のかも

知れません。委
ゆだ

ねられる 出逢いがあり…

お導きがあるから…お声が聞けるから…

こそ 人として人間の端くれとして…末席

を…汚せていられる…と 唯
わたくし

は想います

あなたに向かって申し上げている…はず

ですが…この言葉はきっと 唯
わたくし

自身にも

よく聴け!!…と 全ての方への「お答え」

は 皆「わたくし自身に…」還ってくる…

全般* ただひたすら…忙しい…だけの月

ご自分の 心の働き方…頭の働かせ方に…

引きずられ…先回りする余裕すらなく…

一月・二月と過ぎました…が「勢い」…

という言葉は…きっとご自分の今年の

「テーマ」なのかもです。どこで「力」

を発揮し どこで引くかを 体験できた…?

お金…大切です。嫌というほど…身にし

みます…けれど人間はそれだけで ただそ

れだけの為に 生きているんじゃない…

そんな気持も…大切に出来た…出来事…?

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* ご自分の「想い」に気づいたり…

形にしたり…確かめたり…人間としての

「根本」…もっと深く掘り下げれば……

前世があり・現世があり・来世があり…

魂として…学び・成長し…何かに…そう

何かに「成る」?ための「出逢い」に…

気づき始めた方も…以前よく言葉にして

いました。「魂のグループ」…その意味

が…人によっては 今まさに…ご本人の

心にその繋がりが…感じられる…時期…

今世・来世・ 共に 同じ想いで生きたい

全般* ご自分の心に飼っている…可愛い

ペットは…何?ですか 人間はご自分自身

すら知らない「悪魔
ペット

」を心で 育ててい

るのです。あなたの心の中の「愛の壺」

に 愛の花びらは…溜まっていますよね…

少し心を落ち着けて…物事を見つめ直し

て下さい。「愛の花びら」がペットの…

餌にならないように…。食い荒らされな

いように…。いえ それ以上貯まれば何て

ことないのです。人は誰でも寂しいもの

です。あなただけが意気地無しじゃない!

全般* 最近 少しずつ…時間の経つのが

早く感じられ ますでしょうか それは…

忙しくて嬉しい…証拠です…が 歳月は

過酷…です。年齢を重ねるごとに…あっ

と言う間…というような言葉が 似合う

様になってくるものです。お年を召した

方に申し上げているのじゃなく…あなた

に…お若いあなたにも大切な時間経過…

です 今から…でももう遅い?かも 脅し

じゃなくて…です。この一瞬が 運気を決

め分かれ道にしています その事忘れずに

全般* 人生で一番大切…は 何 ですか

すぐ 答えられますか 例えば あなたが

お若ければ…恋人…既婚なら…子供・夫

年齢を重ねられた方なら・健康・長寿…

それぞれに大切なもの・こと・おありで

しょうね。今月 今 お尋ねしているのは

その大切なもの・こと・守るために必要

なことの「優先順位」です。ご自分が…

出逢えて…ご縁が出来て…離しちゃいけ

ない「手」を…持たせて頂いていて…忘

れて生きている事…構わないのですが…

たったひとりの自分 たった一度の人生…。(あなたは……)

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『20 年 3 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* 大変なこと?…大事なもの…の事

改めて考えてみる…みなければ…の機会
チャンス

頂いています。

それは…ご自分自身のこと(体力・能力・気力)方…や

人生の「使命」に賭ける・ 向かう 心の鍛え方など…

それぞれ 意味も中身も 違うはずです。

今回は特に その差…を

ご自身が見抜けられるかどうか…によっては

そのことの 意味が 大きく違ってきます

あなたの考える 今世…次に繋がる来世にまで…

広がる大きな波…乗れる かな?

『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 何気なく…過ぎていく歳月…

気持を 寄せることも…振り返ることも…なく

特に二月は「逃げる」と…早かったですよね。

新しい人々との出会い…職場…で学校で…。

その裏では…悲しい別れも…ありました。

ご自分だけは…何事もなく日々変わらず…と…

今も思い続けているのでしようか。

すべての自然は…私たち人間を…時間を

待っていてはくれないのです

我々に許されてある…のは…ホンのこの「一瞬」のみ…

だと 忘れないで!!

『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般*人生の節目…の方も…あなたが望む

この後の人生…構図は描けていますか…

あなたの想いとは…別に 大きな「使命」が

伏せられている方も…。

だから だから苦しみか大きい…のかも…の方も。

でも忘れないで下さい。ご自分にとって…の

大切なもの の順位は…基準は。

どなたにも 常に「優先順位」は あるはず…です

それを外したら…ご自分の人生…

骨格をなさない…とは 気づかない…のですか…

それを「バカ者」というのです…が…!?

『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 何か…気持が 緩んでいませんか…

少し位 思うようにならなくても…あなたなら

小休止すれば…立ち直れる…方のはず…

何に気持を凹ませたのですか

大切な方…見えなくなっていませんか?

そんな事ないって…ですか…心の偏りが…

物事を見えにくくしている様に見受けますが

初心に返って…ご自分の「心の芯」…を

しっかり見つめ直し この「ガイド」を…真髄を

読み取って ほしいもの…ですね

あなたと出逢えて…とても嬉しかった…!



『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 対話の意味…人生のホンの先を…

読めない・見えない・考えられない・分からない…

でも…何かに対する不足不満だけは…

手で口を押さえないと 止まらないほど…

飛びだしてくる…

ご自身の…心の中…頭の中

どうなっちゃったのかなぁ

人生のホンの先 この先…に対する不安? 焦り?

それとも…期待・優越感驕り…

頭の 回転機能の 衰え…。

驕り高ぶる心は…知らず知らずのうちに

能力の欠落を招き 融通の利かない人間にと…



6 月生まれの方

全般* はしゃぎすぎ?ていませんか…

心の中にある…言うに言えない

言葉に出せない不満が…行動にと現れて…

その姿を…誇示したい…見せたい…。

その 心根が…見えるから…

いえ分かっておられるから封じられたのに…。

気づかず 大暴れ…。

昨年の後半から…あなたの 心が 少し…

他の影響を受け…ただ受けた…だけじゃなく…

取り込まれ翻弄され…

その方以上に舞い上がってしまい…

とても収支は…つかず…。

この後 ホントにどうするの?

『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



7 月生まれの方

全般* ご自分…というものを…しっかり把握…

できてない…神仏
か み

さまのお導きがなければ…

今 その姿さえない…のかも知れません。

委
ゆだ

ねられる 出逢いがあり…

お導きがあるから…お声が聞けるから…こそ

人として人間の端くれとして…末席を…

汚せていられる…と 唯
わたくし

は想います

あなたに向かって申し上げている…はずですが…

この言葉はきっと 唯
わたくし

自身にもよく聴け!!…と

全ての方への「お答え」は

皆「わたくし自身に…」還ってくる…

『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



8 月生まれの方

全般* ただひたすら…忙しい…だけの月

ご自分の 心の働き方…頭の働かせ方に…

引きずられ…先回りする余裕すらなく…

一月・二月と過ぎました…が

「勢い」…という言葉は…

きっとご自分の今年の 「テーマ」なのかもです。

どこで「力」を発揮し どこで引くかを

体験できた…?お金…大切です。

嫌というほど…身にしみます…けれど

人間はそれだけで ただそれだけの為に

生きているんじゃない…

そんな気持も…大切に出来た…出来事…?

『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* ご自分の「想い」に気づいたり…

形にしたり…確かめたり…

人間としての「根本」…もっと深く掘り下げれば……

前世があり・現世があり・来世があり…

魂として…学び・成長し…何かに…

そう何かに「成る」?ための「出逢い」に…

気づき始めた方も…

以前よく言葉にしていました。

「魂のグループ」…

その意味が…人によっては 今まさに…

ご本人の心にその繋がりが…感じられる…時期…

今世・来世・ 共に 同じ想いで生きたい

『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* ご自分の心に飼っている…

可愛いペットは…何?ですか

人間はご自分自身すら知らない「悪魔
ペ ッ ト

」を

心で 育てているのです。

あなたの心の中の「愛の壺」に

愛の花びらは…溜まっていますよね…

少し心を落ち着けて…物事を見つめ直して下さい。

「愛の花びら」がペットの…餌にならないように…。

食い荒らされないように…。

いえ それ以上貯まれば何てことないのです。

人は誰でも寂しいものです。

あなただけが意気地無しじゃない!

『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 最近 少しずつ…時間の経つのが

早く感じられ ますでしょうか

それは…忙しくて嬉しい…証拠です…が

歳月は過酷…です。

年齢を重ねるごとに…あっと言う間…

というような言葉が 似合う様になってくるものです。

お年を召した方に申し上げているのじゃなく…

あなたに…お若いあなたにも大切な時間経過…です

今から…でももう遅い?かも 脅しじゃなくて…です。

この一瞬が 運気を決め分かれ道にしています

その事忘れずに

『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 人生で一番大切…は 何 ですか

すぐ 答えられますか

例えば あなたが お若ければ…恋人…

 既婚なら…子供・夫

年齢を重ねられた方なら・健康・長寿…

それぞれに大切なもの・こと・おありでしょうね。

今月 今 お尋ねしているのは

その大切なもの・こと・守るために

必要なことの「優先順位」です。

ご自分が…出逢えて…ご縁が出来て…

離しちゃいけない「手」を…持たせて頂いていて…

忘れて生きている事…構わないのですが…

『平成 20 年 3 月の運 気
チャンスライン

』


