
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* 日々感じたこと…綴

つづ

っていますか

ご自分の 今「現在」を…残す ご自分を

見つめる目は…きっと あなた ご自身の

明日…へと つながる のです。人の一生

とは…少し開いている 戸の隙間
すきま

から

白い馬が通りすぎる…のを 見る位の…

時間 一瞬だと何かに書かれていました

そんなに! 短いもの …でしょうか…

宇宙の営みからすればほんの一瞬…です

苦しみの多い人生は結構長いもの…でも

いつか…終わりは来ます 後悔のない様

全般* 心境の変化? 体調の変化? 運気の

変化…何か…が 変わります どう対応…

出来るか で あなたに「福」を もたらす

やも…知れません。今までの「運」の積

み方 問われているのでしょう。何に対し

ても 真摯
しんし

に取り組んで来た…という自信

おありでしょうか? 今から?…ですか 遅

くはない…と 思い…ます あなたの心掛

け次第…です 常に「人のため」が主願で

あるならば… 一番の近道は「陰徳
いんとく

」を

積むこと…それに…尽
つ

きる!!でしょうね

全般* 能力や実力…心意気 など 試され

る…いえ 想い…の 深さ…計られること

に 遭遇 します。ご自分が裸に剥
む

かれる

そんな 場面…でしょうか 人間として

あるべき姿…忘れて 生きていませんか…

あなた…は 大丈夫? ですよね 大丈夫!

の はず…です。『部屋』の住民…いえ…

志を…同じくして生きている 同志…だ

と 思えるから…。日々を怠
おこた

らず小さな

歩みを 止めることなく 進む…神仏
か み

さま

の「試練
レッスン

」しっかり 受け止め ましょう

全般* ず～っと 不調? の方 何て事ない

と 笑い飛ばして…下さい。心のわだかま

り…ほどくと…見えてくるもの…があり

ます。手放せば…楽になることも…全て

が 手に入るもの…ではなく 全てを手

放す…の でも ないのです。手放す…の

中には 施
ほどこ

すこと…も 忘れないでいて

下さい 回り回って…あなたに…戻って

来る。但しそれを期待すれば…「陰徳」

を 積めません。口にした時…せっかく

の「徳」…が 「愚痴」…に 変わります

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 何年かの区切り…良いこと…悪し

きこと…含めて変化 変革を…望みなが

ら 為
な

せない・成せない…あなた が

います ここ一番!!を 外してしまって

います ご自分でお分かり? ですよね…

気持…だけじゃ 運気は積めない 動か

ない の です。日々の 行動 想い…

顧
かえり

みる そのことも 大切…です。なぜ

と ご自分の心の向き…確かめる こと忘

れないで下さい 心も体も眠っています

睡眠は過ぎると 目覚めが悪くなります

全般* ご自分から…少し 外れて…他を

顧
かえり

みること。ご自身の 心の中に 入り過

ぎると 何も見えなくなります 進む道

すら…。遠くの…人生の先…見えなくて

も 心を鍛
きた

えていれば…その日を迎える

ことも…可能です。今 一番 必要なのは

ご自分育て…です。何も 何事もなく日々

が 過ぎていても それでいい…ことなど

何ひとつない…のです 分からずに過ぎ

ている「油断」は その結果を見る日が

きっと来るから…です 積み重ね忘れず!

全般* ご自分という「個」…他者という

「個」…そして 素っ裸の自己…と 対峙
たいじ

それが出来てこそ の 人生…です。何事

も 上手
う ま

く立ち回りごまかししながら…

人生が 過ごせても ご自分をさらけ…

出せないまま…暮らしても あなた…は

あなた なんでしょうが そんな人生を

望んで 生まれて来た…のでしょうか 何

か 違いませんか「表を見せ 裏を見せ

散る もみじかな」（良寛さま）人は皆ある

意味…似たり寄ったり…の 人生のはず…

全般* 人生の 節目 節目で 起きる不思議

あなたは 体験していますか。気付いてい

ますか。考える…ことより 行動! ある

のみ…の 時ですが 感じることを 忘れ

ないでいて下さい ご自分の経験こそが…

すべて なんです が それに拘
こだわ

り過ぎる

と 何か 大切なもの…見失います 常に

「?」を…心に そしていつも これでいい

のかな?と 振り返る…心も なくさない…

事です 頭と心の若さは…柔らかいこと

です 優しさは強さ…柔らかさは若さ…

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 誰かに受け入れられたい…そして

ご自分も誰かを分かりたい…と暗中模索

その心の先にあるのは…何? 何でしょう

ご自分に ご自分の事に はまり込み過ぎ

です 周りが見えない…見たくない いえ

そんな余裕すらも…ないのですよ 気付

かないうちに 頭も心も真っ白…だと…

真
ま

っ新
さら

…なら いいのに 単なる白です

か 何も考えられないのではなくて考え

たくなかった…のですよね そんな状態

だと この後 少し 心配…です 頑張れ!

全般* 後ろに進む…なんと矛盾した 言葉

でしょうか 人は後ろ向きに歩きはしな

いのです。しっかり前を向いて…下さい

何もなくても…前を…です 人生は先に…

進むように出来ているのです。何もしな

くても…日々は過ぎていきます 過ぎる

に任せていても…時間と共に年齢も重な

ります 何歳だから 大人…ではなく…

人間として成長すること が 前提で大人

なんです 大人にならなくてもいいので

すが…やっぱり 進んでいきましょうよね

全般* 少しずつ…ご自分らしさが…出て

来ましたか 何か 少し頼りない…心地

でしたね 頑張らねば…の 想いだけ…で

頑張っていても 空回りするだけだった

時期も… 少し調子…が付いて来た と

いう感じ…手応え…ありますね 後は…

あなたの積んで来た「運気」が 後押し

してくれるはず…です。こんな時の為…

積んだ「陰徳」です 大丈夫…ですか?…

大丈夫ですよね!さぁもう一働き頑張って

結果を出しましょう 結果に繋げましょう

全般* 少し…疲れが…見えます 何に疲

れていらっしゃるのか ご自身ではお気

づき…ですか 何か 思いこみ…過ぎて…

ひとりで 頑張って…という方と 何も

感じずに 何にも無反応…で それでい

て 落ち込み…潰
つぶ

れそうな気持や心を…

持て余し……の方。体力の衰え…が 出る

時期…でもあります 普段何気なく…が

何気なくこなせない…そんなご自分に…

はてな?と とまどいも出てくる時期…な

のかも…頑張らない は頑張って来た人にだけ

蓄えていますか・積んでいますか（お金・運気…そして人への想い…）

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『20 年５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* 日々感じたこと…綴
つづ

っていますか

ご自分の 今「現在」を…残す

ご自分を見つめる目は…きっと あなた

ご自身の 明日…へと つながる のです。

人の一生とは…少し開いている

戸の隙間
す き ま

から 白い馬が通りすぎる…のを

見る位の… 時間 一瞬だと

何かに書かれていました

そんなに! 短いもの …でしょうか…

宇宙の営みからすればほんの一瞬…です

苦しみの多い人生は結構長いもの…

でもいつか…終わりは来ます

後悔のない様

『平成 20 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 心境の変化? 体調の変化?

運気の変化…何か…が 変わります

どう対応…出来るか で

あなたに「福」を もたらすやも…知れません。

今までの「運」の積み方 問われているのでしょう。

何に対しても 真摯
し ん し

に取り組んで来た…

という自信おありでしょうか? 今から?…ですか

遅くはない…と 思い…ます

あなたの心掛け次第…です

常に「人のため」が主願であるならば…

一番の近道は「陰徳
いんとく

」を積むこと…

それに…尽
つ

きる!!でしょうね

『平成 20 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 能力や実力…心意気 など

試される…いえ 想い…の 深さ…

計られることに 遭遇 します。

ご自分が裸に剥
む

かれる

そんな 場面…でしょうか

人間としてあるべき姿…忘れて

生きていませんか…

あなた…は 大丈夫? ですよね

大丈夫!の はず…です。

『部屋』の住民…いえ…志を…同じくして生きている

同志…だと 思えるから…。

日々を怠
おこた

らず小さな歩みを 止めることなく 進む…

神仏
か み

さまの「試練
レッスン

」しっかり

受け止め ましょう

『平成 20 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* ず～っと 不調? の方

何て事ないと 笑い飛ばして…下さい。

心のわだかまり…ほどくと…

見えてくるもの…があります。

手放せば…楽になることも…

全てが 手に入るもの…ではなく

全てを手放す…の でも ないのです。

手放す…の中には 施
ほどこ

すこと…も

忘れないでいて下さい

回り回って…あなたに…戻って来る。

但しそれを期待すれば…「陰徳」を 積めません。

口にした時…せっかくの「徳」…が

「愚痴」…に 変わります



『平成 20 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 何年かの区切り…

良いこと…悪しきこと…含めて

変化 変革を…望みながら

為
な

せない・成せない…あなた が います

ここ一番!!を 外してしまっています

ご自分でお分かり? ですよね…

気持…だけじゃ 運気は積めない

動かない の です。

日々の 行動 想い…顧
かえり

みる

そのことも 大切…です。

なぜと ご自分の心の向き…確かめる

こと忘れないで下さい

心も体も眠っています 睡眠は過ぎると

目覚めが悪くなります



6 月生まれの方

全般* ご自分から…

少し 外れて…他を顧
かえり

みること。

ご自身の 心の中に 入り過ぎると

何も見えなくなります 進む道すら…。

遠くの…人生の先…見えなくても

心を鍛
きた

えていれば…その日を

迎えることも…可能です。

今 一番 必要なのはご自分育て…です。

何も 何事もなく日々が 過ぎていても

それでいい…ことなど何ひとつない…のです

分からずに過ぎている「油断」は

その結果を見る日が きっと来るから…です

積み重ね忘れず!

『平成 20 年 5 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「個」…他者という「個」…

そして 素っ裸の自己…と 対峙
た い じ

それが出来てこそ の 人生…です。

何事も 上手
う ま

く立ち回りごまかししながら…

人生が 過ごせても ご自分をさらけ…

出せないまま…暮らしても

あなた…は あなた なんでしょうが

そんな人生を望んで 生まれて来た…のでしょうか

何か 違いませんか

「表を見せ 裏を見せ散る もみじかな」（良寛さま）

人は皆ある意味…似たり寄ったり…の

人生のはず…

『平成 20 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



8 月生まれの方

全般* 人生の 節目 節目で 起きる不思議

あなたは 体験していますか。

気付いていますか。

考える…ことより 行動! あるのみ…の 時ですが

感じることを 忘れないでいて下さい

ご自分の経験こそが…すべて なんです が

それに拘
こだわ

り過ぎると 何か 大切なもの…見失います

常に「?」を…心に そしていつも これでいいのかな?と

振り返る…心も なくさない…事です

頭と心の若さは…柔らかいことです

優しさは強さ…柔らかさは若さ…

『平成 20 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 誰かに受け入れられたい…

そして ご自分も誰かを分かりたい…と

暗中模索その心の先にあるのは…何? 何でしょう

ご自分に ご自分の事に はまり込み過ぎです

周りが見えない…見たくない

いえ そんな余裕すらも…ないのですよ

気付かないうちに 頭も心も真っ白…だと…

真
ま

っ新
さ ら

…なら いいのに 単なる白ですか

何も考えられないのではなくて

考えたくなかった…のですよね

そんな状態だと この後 少し 心配…です 頑張れ!

『平成 20 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 後ろに進む…なんと矛盾した 言葉でしょうか

人は後ろ向きに歩きはしないのです。

しっかり前を向いて…下さい

何もなくても…前を…です

人生は先に…進むように出来ているのです。

何もしなくても…日々は過ぎていきます

過ぎるに任せていても…時間と共に

年齢も重なります

何歳だから 大人…ではなく…

人間として成長すること が 前提で大人なんです

大人にならなくてもいいのですが…

やっぱり 進んでいきましょうよね

『平成 20 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 少しずつ…ご自分らしさが…出て来ましたか

何か 少し頼りない…心地でしたね

頑張らねば…の 想いだけ…で頑張っていても

空回りするだけだった時期も…

少し調子…が付いて来た という感じ…

手応え…ありますね

後は…あなたの積んで来た「運気」が

後押ししてくれるはず…です。

こんな時の為…積んだ「陰徳」です

大丈夫…ですか?…大丈夫ですよね!

さぁもう一働き頑張って結果を出しましょう

結果に繋げましょう

『平成 20 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 少し…疲れが…見えます

何に疲れていらっしゃるのか

ご自身ではお気づき…ですか

何か 思いこみ…過ぎて…

ひとりで 頑張って…という方と

何も感じずに 何にも無反応…で

それでいて 落ち込み…潰
つぶ

れそうな気持や

心を…持て余し……の方。

体力の衰え…が 出る時期…でもあります

普段何気なく…が何気なくこなせない…

そんなご自分に…はてな?と

とまどいも出てくる時期…なのかも…

頑張らない は 頑張って来た人にだけ

『平成 20 年 5 月の運 気
チャンスライン

』


