
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* 2月 逃げる・3月去る あっと言う

間に…4月を迎えます。当たり前の様に

時間
と き

は過ぎていきます。当たり前の様に

仕事に向かい…食事をし…そして一日が

終わります。何も変わらず…ある…その

ことが 有り難い…と 感謝で暮らして

いればいい…。それは『部屋』の外
ほか

の

方たち…です。あなたは 唯
わたくし

に出逢っ

た…出逢ってしまったのです。神仏
か み

さま

が…生き方を変えろ「使命」に気づけと

さぁ～て どう生きれば…難題?!挑戦?!

全般* 少しは 気持ゆったり…今年の残り

この後…半分以上あります。時間も気持

も 余裕を持って…取り組み 過ごしませ

んか 人生の後半に入る?方…今 まさに

青春…の方 それぞれに 悲喜こもごも…

親元を離れてひとり暮らし…心浮き立ち

一抹の寂しさも…いろいろの思いが交差

する でも 人生を粗末に扱わないで…

下さいね 一回こっきりの「生」だから

どんなものにも 関心を寄せ…すべてを

把握したい…そんな欲望も…大切にして!

全般* いろいろ…ご自分の想いや思惑…

交差して…今月は 心が定まらない…少し

ブルーな月になりそうですね 常に何か

問題意識を 持ち続けている…という方も

成るようにしか成らない…と のう天気?

おおらか…の 方などでも ちょッと 落ち

込みぎみ…に 落ち込むってことは目標

を持っているってこと…ですから 目先

を変えて見る 遠回りして見る…など普段

と 少し違う視点や 方向へ向かう 向く…

など。春の陽気に ふと誘われてみては…

全般* 人生の海…この世は きっと海…と

同じ…嵐もあれば凪
なぎ

もある 今 一瞬の凪

かも…です 心落ち着けて 何かに注目…

出来ている…あなた…や その注目すべ

き事から外れた…方 遅ればせながらの

走り…そうです すべての方が 助走…

の時…始まっているのです。出逢って…

いるのです ご自分の「使命」に…。現

実に…目の前の事象に 囚われ過ぎてい

て 本当に大切…が 見えていない?見て…

いない「心眼」を 開いて・信じて下さい

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 何か新しい事…始まる…予感です

が…少し?何か?に引っかかります…運気

大丈夫…ですか あなたが「頂けた」…

と 思ったもの 又は 頂きかけた…もの

予測と反した…ものに 変化…しつつ…

あります ご自分の心に生じた「油断」

でしょうね 頑張りどころ…外したの…

です。最近のあなた…常に心ここにあら

ず…でした 何に心を奪われていたの…

ですか 疲れ…不平・不満…の積み重ね

だったのでしょう 大切を…外すな…と

全般* 気づき…の 遅れや 取り違え…等

本来 あなたの持つ能力や いい意味での

特性…生かし・伸ばして 欲しいものです

今 人としての優しさ など 忘れ去り…

自己に終始し 他を顧
かえり

みられない悪しき

特性…が 心を占め 不平・不満のみが

蓄積していませんか もう少し時間の…

調整や 深呼吸…などで ご自分を 整える

こと考えて下さい あなたに課せられた

「使命」に…出来るだけ早く 出逢って

欲しいと思う… 唯
わたくし

からの 苦言…です

全般* ここ数ヶ月…定まらない心を抱え

孤軍奮闘…の 感が ありましたね それも

勝手な奮闘!?だと…「思
おぼ

し召
め

し」なんで

しょうね 神仏
か み

さまは…。何に焦
あせ

り 何を

慌
あわ

てて 取り乱しているのやら…何事も

過ぎてしまえば…なんて事…ないのに…

です すべての事は「何て事ない…」が

人生かも 知れません。ちょっと肩の力…

抜いて 大きく深呼吸…まだまだ…ですよ

もう ひと頑張り!!させて頂きましよう

心残りなき様に…して…逝
ゆ

きたいですね

全般* 頑張れば 頑張っただけ…うまく…

いく…人生はそんなに甘くない…のです

良きこと…悪しきこと…順繰りに…繰り

返し…。晴れ ばかりではなく 雨も大切

その雨も…過ぎれば洪水に…我々人間の

力では…防ぎようもない…大きな叡智
えいち

…

頂いて暮らしています。「畏
おそ

れ」の意識

無くさず見失わずに いたい…ものですね

大きな「絆」人間と自然…。神仏
か み

と人…

生かされて 今 ある…その事に 思い

を馳
は

せて…謙虚に日々を過ごしたいもの

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 何かに気づき 何かを落として…

運気の波…に 翻弄
ほんろう

されて…いませんか

すべての事は…ご自分の根本に由来して

います。ご自分の能力 買い被
かぶ

り…ある

もの気づかず…… ないのに…自惚
うぬぼ

れ…

神仏
か み

さまへの…冒涜
ぼうとく

…神仏
か み

さまを敬う

その心 持ち合わせながら…神仏
か み

さまの

み教
おし

え （メッセージ） 聞こえることのない心

頑
かたく

なな…と 表現するべき…でしょう

「我
われ

・己
おのれ

」の その…声が…思いが…

勝
まさ

る…その結果が招く 招いている 運気

全般*ご自分への甘さ…現れていませんか

忙しさに紛れて…なおざりにしてきた事

仕事…家事…忙しさの言い訳はいくらで

もあります…が それが あなたの運気

へと…還ってくる…ことを 考えたこと…

おあり でしょうか なんだかこの頃少し

ツイテない…って思いあたりません?…か

あなたが 夫なら…忙しさを言い訳にして

ご家族への特に妻への感謝の言葉…あな

たが 妻なら…育児・家事を言い訳に…と

対・誰か…への愛情表現の欠落 簡単です

全般* 時間・管理…いえ 時間の経過と…

ともに 熟成して来たもの…との遭遇…

でしょうか あなたが 気づかずいた…

過ごした 時間の中に…たゆまぬ努力が

重ねられ…揺るがぬものが…積み上げら

れていた…のです ご自分の参加…必要

だったのに…気付かず…役目をも持たず

ご自分は ご自分のことで 精一杯…の…

人生…いえ 仕事・役割・他にも それで

もいい…のでしょう 来世…があります

又という…でも いつでも遅くはない…

全般* ご自分の「ライン」を 決めて…は

輝くことは…出来ません 人の影響も…

傷つくことも…恐れていては…いつまで

もそこに…座っている…だけの 人生に…

なってしまう…のですよ ご自分が思う

ご自分…って どんなご自分…でしょうか

あなたの長所…らしさ…それは誰が決め

るとお思いですか? 決してあなた ご自身

では ないのです。あなたご自身が把握…

出来たりはしないもの ご自分の「範囲」

を超えてみませんか? さぁ～どうするかな

人の心に ご自分の心にも 魔法をかける「笑顔」

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『20 年４月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む
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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* 2 月 逃げる ・ 3 月去る

あっと言う間に…4月を迎えます。

当たり前の様に時間
と き

は過ぎていきます。

当たり前の様に仕事に向かい…食事をし…

そして一日が終わります。

何も変わらず…ある…そのことが 有り難い…と

感謝で暮らしていればいい…。

それは『部屋』の外
そと

の方たち…です。

あなたは 唯
わたくし

に出逢った…出逢ってしまったのです。

神仏
か み

さまが…生き方を変えろ「使命」に気づけと

さぁ～て どう生きれば…難題?!挑戦?!

『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 少しは 気持ゆったり…

今年の残り この後…半分以上あります。

時間も気持も 余裕を持って…

取り組み 過ごしませんか

人生の後半に入る?方…

今 まさに青春…の方

それぞれに 悲喜こもごも…

親元を離れてひとり暮らし…心浮き立ち

一抹の寂しさも…

いろいろの思いが交差する

でも 人生を粗末に扱わないで…下さいね

一回こっきりの「生」だからどんなものにも

関心を寄せ…すべてを把握したい…

そんな欲望も…大切にして!

『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* いろいろ…ご自分の想いや思惑…

交差して…今月は 心が定まらない…

少しブルーな月になりそうですね

常に何か問題意識を

持ち続けている…という方も

成るようにしか成らない…と

のう天気?おおらか…の 方などでも

ちょッと 落ち込みぎみ…に

落ち込むってことは

目標を持っているってこと…ですから

目先を変えて見る 遠回りして見る…など

普段と 少し違う視点や

方向へ向かう 向く…など。

春の陽気に ふと誘われてみては…

『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 人生の海…この世は

きっと海…と同じ…嵐もあれば凪
なぎ

もある

今 一瞬の凪かも…です

心落ち着けて 何かに注目…出来ている…

あなた…や その注目すべき事から外れた…方

遅ればせながらの走り…

そうです すべての方が 助走…の時…

始まっているのです。出逢って…いるのです

ご自分の「使命」に…。

現実に…目の前の事象に

囚われ過ぎていて 本当に大切…が

見えていない?見て…いない

「心眼」を 開いて・信じて下さい



『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 何か新しい事…始まる…予感ですが…

少し?何か?に引っかかります…

運気大丈夫…ですか

あなたが「頂けた」…と 思ったもの

又は 頂きかけた…もの予測と反した…ものに

変化…しつつ…あります

ご自分の心に生じた「油断」でしょうね

頑張りどころ…外したの…です。

最近のあなた…常に心ここにあらず…でした

何に心を奪われていたの…ですか

疲れ…不平・不満…の積み重ね だったのでしょう

大切を…外すな…と



6 月生まれの方

全般* 気づき…の 遅れや 取り違え…等

本来 あなたの持つ能力や いい意味での特性…

生かし・伸ばして 欲しいものです

今 人としての優しさ など 忘れ去り…

自己に終始し 他を顧
かえり

みられない悪しき特性…が

心を占め 不平・不満のみが 蓄積していませんか

もう少し時間の…調整や 深呼吸…などで

ご自分を 整えること考えて下さい

あなたに課せられた「使命」に…

出来るだけ早く 出逢って欲しいと思う…

唯
わたくし

からの 苦言…です

『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



7 月生まれの方

全般* ここ数ヶ月…定まらない心を抱え

孤軍奮闘…の 感が ありましたね

それも勝手な奮闘!?だと…

「思
おぼ

し召
め

し」なんでしょうね 神仏
か み

さまは…。

何に焦
あせ

り 何を慌
あわ

てて 取り乱しているのやら…

何事も 過ぎてしまえば…なんて事…ないのに…です

すべての事は「何て事ない…」が

人生かも 知れません。

ちょっと肩の力…抜いて

大きく深呼吸…まだまだ…ですよ

もう ひと頑張り!!させて頂きましよう

心残りなき様に…して…

逝
ゆ

きたいですね

『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



8 月生まれの方

全般* 頑張れば 頑張っただけ…うまく…いく…

人生はそんなに甘くない…のです

良きこと…悪しきこと…順繰りに…繰り返し…。

晴れ ばかりではなく 雨も大切

その雨も…過ぎれば洪水に…

我々人間の力では…防ぎようもない…

大きな叡智
え い ち

…頂いて暮らしています。

「畏
おそ

れ」の意識無くさず見失わずに

いたい…ものですね

大きな「絆」人間と自然…。

神仏
か み

と人…生かされて

今 ある…その事に 思いを馳
は

せて…

謙虚に日々を過ごしたいもの

『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 何かに気づき 何かを落として…

運気の波…に 翻弄
ほんろう

されて…いませんか

すべての事は…ご自分の根本に由来しています。

ご自分の能力 買い被
かぶ

り…あるもの気づかず……

ないのに…自惚
う ぬ ぼ

れ…神仏
か み

さまへの…冒涜
ぼ う と く

…

神仏
か み

さまを敬うその心 持ち合わせながら…

神仏
か み

さまのみ教
おし

え （メッセージ） 聞こえることのない

心頑
かたく

なな…と 表現するべき…でしょう

「我
われ

・ 己
おのれ

」の その…声が…思いが…勝
まさ

る…

その結果が招く 招いている 運気

『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* ご自分への甘さ…現れていませんか

忙しさに紛れて…なおざりにしてきた事

仕事…家事…忙しさの言い訳は

いくらでもあります…が

それが あなたの運気へと…還ってくる…ことを

考えたこと…おあり でしょうか

なんだかこの頃少しツイテない…って

思いあたりません?…か

あなたが 夫なら…忙しさを言い訳にして

ご家族への特に妻への感謝の言葉…

あなたが 妻なら…育児・家事を言い訳に…と

対・誰か…への愛情表現の欠落 簡単です

『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 時間・管理…いえ 時間の経過と…ともに

熟成して来たもの…との遭遇…でしょうか

あなたが 気づかずいた…

過ごした 時間の中に…

たゆまぬ努力が重ねられ…揺るがぬものが…

積み上げられていた…のです

ご自分の参加…必要だったのに…気付かず…

役目をも持たずご自分は ご自分のことで

精一杯…の…人生…

いえ 仕事・役割・他にも それでもいい…のでしょう

来世…があります 又という…でも

いつでも遅くはない…

『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* ご自分の「ライン」を 決めて…は

輝くことは…出来ません

人の影響も…傷つくことも…恐れていては…

いつまでもそこに…座っている…だけの

人生に…なってしまう…のですよ

ご自分が思うご自分…って

どんなご自分…でしょうか

あなたの長所…らしさ…

それは誰が決めるとお思いですか?

決してあなた ご自身では ないのです。

あなたご自身が把握…出来たりはしないもの

ご自分の「範囲」を超えてみませんか?

さぁ～どうするかな

『平成 20 年 4 月の運 気
チャンスライン

』


