
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* ご自分の「心の位置

ホジション

」認識して

いても 再度の確認…です。少し…何か

が ブレて 来ていませんか? ご自分には

ない…と 思われる様な感情に 微妙に

反応している…ご自分に気づきませんか

人間の性格は…不変ではないのです。

変わる・変わろう と 意識し努力しても

変われない…のに 気づかないまま…流

されている…こともあるのです。ご自分

を 支える つっかい棒…「心棒」と共に

しっかり外れないように再度の点検…を

全般 家族・身内・血縁…そして ご自分

の心も…整えて下さい。気の緩
ゆる

み…自身

だけじゃなく…身内にも いえ その身内

の 緩
ゆる

みが あなたの「運気」へと続いて

いる…のです。あなたの為に…と 想いを

込めて 言葉も選んで伝えてくれていても

ご自分(その方)の 心のコントロール出来て

いないと あなたも 一緒に崩れます。そ

うなってしまう 根本の原因を…解除する

出来るのは あなた…だけです。それが

ご自分の 運気…となって 返って来る…!

全般* 先月は いろんな事…いろんな想い

体験した…大切な月…でしたね ご自分の

「位置」…心・感情・生き方・すべてに

おいて…大甘
おおあま

でした。 常に振り返り…

相手を思いやり…する努力 忘れて…いた

のでは ないのに 少しずつ ずれている

そんな 本当のご自分に気づかされ 少々

ショックだった方…も 人生は…あなたが

考えているほど 甘くも簡単でもない…の

です。分かったつもり…だけでも きっと

生きていけます。でも出逢っている…のですよ!

全般* 「3月生まれ」の方…と同じ…です

出逢って…しまったのです。その事を…

忘れないで下さい。誰かのため…は その

まま…その方の為…そして そのまま…

あなたの人生…あなたの為…が 隠されて

いるのです。「大いなる力」それは自身

の 潜在意識…からの メッセージ…です

それが 神仏
か み

の思
おぼ

し召し です。ご自分を

殺して…変われ…との お言葉ではない…

のでしょうけれど…生まれて来たそして

出逢った全ての出逢いに…意味はあるのです

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 「義」人として行うべき正しい道

人間の拘
こだわ

り…とは ある意味…始末に

おえないもの…です その人 自身が正し

い事をしている…という 信念に凝り固

まり…反省する という 言葉はかき消え

一歩も譲れない…そんな 生き方…どう

思いますか あなたに…そう あなたに問

うているのです。何か心当たり…おあり

ですよね? 人生はあなたの思い通りに

展開したり…進んだり は しないのです

何を積んで 何に使うか 生かすかですよ

全般* ストレスから 心の風邪…をひく人

が増えています。ストレス…とは 一体何

何でしょう ご自分の思う様にいかない事

でしょうか ? ご自身を大切に思うあまり

他のこと 人に 関わりたくない?心の位置

がずれて来ると 体にも 変化が現れます

本当のあなたは…とても優しくて強い方

でも…そんなご自身に出逢う…心の底に

降りられない…到達しないから…苛立
いらだ

つ

のですよね 大丈夫 !大丈夫…こうして

あなたと…出逢っているのだから 大丈夫

全般* 日本人の基本的性格は きまじめで

勤勉で義務感の強い「執着型」…らしい

と 何かに書かれていました。それは生産

向上にはいいのでしょうけれど…感情的

には 疲労度が高く…過去にも 自身にも

囚
とら

われやすく心理的にも 変化にも 強く

ない…のでしょう そんな事を踏まえた

上で…ご自身を 振り返って見て 下さい

常に何かに拘
こだわ

り 人の意見は耳に入らず

(血液型の作用もありますが…) 拒否反応の強い

生き方は…ご自分潰
つぶ

し…に 命取り…です

全般* 一生懸命…それが 似合う 人生…

でした。ご自身でも そう思って 生きて

来ましたか 何事にも心を込めて…それ

が ポリシーでもあり 生き様…でしたね

その思い…今 忘れてはいないのに…少し

固まっていませんか 心・頭・そして取り

組み方…もちろん仕草にもそれが現れて

来ています。ご自分の人生…ですから…

思うまま…生きられたらいい のでしょう

けれど 生まれてきた意味や…使命も…

やり残しのない人生に…。柔らかく…ね

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 掴

つか

み処のない…想い・心・感情…

行き場所をなくした「心願」…ご自分の

進む道・拠り所・人生の目標や使命に…

気づいて下さい。心を鎮める・そして…

託す・相手・確かめる自身の心・行方
ゆくえ

・

まるで判じ物…ですよね それ位 あなた

の心が浮ついているのです。ご自分の心

の先…気づき…見え始めて…少し…落ち

着いた方も…。まだまだ迷い道…の方…

人生は長い…から かまわないのです が

周りに流されない…偏
かたよ

らないを忘れない

全般* 「妙」…ミョーと表記し 発音した

方が 近頃流行
はやり

の言葉で…実感が伴う…

のでしょうか 今 まさに 世の中そんな事

が 起き 流れているのですが 取り残さ

れても…いいのですよ「普通」である事

大切にしていて下さい 仕事の流れでも

家族間でも…人と交わる中で…何が大切

かを じっくり考えながら…心を込め 想

いを込め…対峙
たいじ

したいもの…ご自分の心

そして想い…どう伝えられるか…に焦点

をあて 相手を生かす あなたを生かす !!

全般*「気づき…」鈍くなっていませんか

気づいていて…も 気づけない そんな

事情がお有りなら…それもよし…としま

しょう。何もかも ご自身の運気…だから

です。何事も頭で考え損得勘定…で勝負

ではなく…心で感じて下さい。あなたの

経験が…意識が…物事を動かし 運気を呼

ぶのですから…考える…ことから…少し

外れて 感じる…を大切に 迷いのない…

人生など ないのですが 経験が意識を変

え 想いを形にし 行動に移し 運気になる

全般*「11月生まれ」の方と同じ…続きで

すが ご自分の行動が 運気を動かす様に

生きるには…心を磨くこと…でしょうね

ご自分が 一番で…あったり 相手のこと

思いやれないような生き方…は きっと…

あなたの潜在意識の中にない…のになぜ

必要以上にご自分に拘
こだわ

る のですか 家族

のいらっしゃる(結婚して…)方は 少しまし

かも知れません。望むと 望まざるに関わ

らず 子育ての中でご自分も育つ…大切な

ことは…皆 環境の中に隠されているから

「心の鏡」磨いていますか（あなたの…そして相手の心を映す鏡…です）

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『20 年６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* ご自分の「心の位置
ポジション

」認識していても

再度の確認…です。

少し…何かが ブレて 来ていませんか?

ご自分にはない…と 思われる様な感情に

微妙に反応している…ご自分に気づきませんか

人間の性格は…不変ではないのです。

変わる・変わろう と 意識し努力しても

変われない…のに 気づかないまま…

流されている…こともあるのです。

ご自分を 支える つっかい棒…

「心棒」と共にしっかり外れないように

再度の点検…を

『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 家族・身内・血縁…そして

ご自分の心も…整えて下さい。

気の緩
ゆる

み…自身だけじゃなく…

身内にも いえ その身内の 緩
ゆる

みが

あなたの「運気」へと続いている…のです。

あなたの為に…と 想いを込めて

言葉も選んで伝えてくれていても

ご自分(その方)の 心のコントロール出来ていないと

あなたも 一緒に崩れます。

そうなってしまう 根本の原因を…解除する

出来るのは あなた…だけです。

それが ご自分の 運気…となって

返って来る…!

『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 先月は いろんな事…

いろんな想い体験した…大切な月…でしたね

ご自分の「位置」…心・感情・生き方・

すべてにおいて…大甘
おおあま

でした。

常に振り返り…相手を思いやり…する努力

忘れて…いたのでは ないのに

少しずつ ずれている

そんな 本当のご自分に気づかされ

少々ショックだった方…も

人生は…あなたが考えているほど

甘くも簡単でもない…のです。

分かったつもり…だけでも

きっと生きていけます。

でも出逢っている…のですよ!

『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 「3 月生まれ」の方…と同じ…です

出逢って…しまったのです。

その事を…忘れないで下さい。

誰かのため…は そのまま…その方の為…

そして そのまま…あなたの人生…

あなたの為…が 隠されているのです。

「大いなる力」それは自身の

潜在意識…からの メッセージ…です

それが 神仏
か み

の思
おぼ

し召し です。

ご自分を殺して…変われ…との

お言葉ではない…のでしょうけれど…

生まれて来た

そして出逢った 全ての出逢いに…

意味はあるのです



『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 「義」人として行うべき正しい道

人間の拘
こだわ

り…とは ある意味…

始末におえないもの…です

その人 自身が正しい事をしている…という

信念に凝り固まり…反省する という

言葉はかき消え一歩も譲れない…

そんな 生き方…どう思いますか

あなたに…そう あなたに問うているのです。

何か心当たり…おありですよね?

人生はあなたの思い通りに展開したり…

進んだり は しないのです

何を積んで 何に使うか

生かすかですよ



6 月生まれの方

全般* ストレスから 心の風邪…を

ひく人が増えています。

ストレス…とは 一体何何でしょう

ご自分の思う様にいかない事でしょうか ?

ご自身を大切に思うあまり他のこと

人に 関わりたくない?

心の位置がずれて来ると 体にも 変化が現れます

本当のあなたは…とても優しくて強い方でも…

そんなご自身に出逢う…心の底に降りられない…

到達しないから…苛立
い ら だ

つのですよね

大丈夫 !大丈夫…こうしてあなたと…

出逢っているのだから 大丈夫

『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



7 月生まれの方

全般* 日本人の基本的性格は

きまじめで勤勉で義務感の強い「執着型」…らしいと

何かに書かれていました。

それは生産向上にはいいのでしょうけれど…

感情的には 疲労度が高く…

過去にも 自身にも囚
と ら

われやすく

心理的にも 変化にも 強くない…のでしょう

そんな事を踏まえた上で…

ご自身を 振り返って見て 下さい

常に何かに拘
こだわ

り 人の意見は耳に入らず
(血液型の作用もありますが…)

拒否反応の強い 生き方は…

ご自分潰
つぶ

し…に 命取り…です

『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



8 月生まれの方

全般* 一生懸命…それが 似合う 人生…でした。

ご自身でも そう思って 生きて来ましたか

何事にも心を込めて…

それが ポリシーでもあり 生き様…でしたね

その思い…今 忘れてはいないのに…

少し固まっていませんか

心・頭・そして取り組み方…もちろん仕草にも

それが現れて来ています。

ご自分の人生…ですから…思うまま…

生きられたらいい のでしょうけれど

生まれてきた意味や…使命も…

やり残しのない人生に…。柔らかく…ね

『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 掴
つか

み処のない…想い・心・感情…

行き場所をなくした「心願」…

ご自分の進む道・拠り所・人生の

目標や使命に…気づいて下さい。

心を鎮める・そして…託す・相手・確かめる

自身の心・行方
ゆ く え

・まるで判じ物…ですよね

それ位 あなたの心が浮ついているのです。

ご自分の心の先…気づき…見え始めて…

少し…落ち着いた方も…。

まだまだ迷い道…の方…人生は長い…から

かまわないのです が周りに流されない…

偏
かたよ

らないを 忘れない

『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 「妙」…ミョーと表記し 発音した方が

近頃流行
は や り

の言葉で…実感が伴う…のでしょうか

今 まさに 世の中そんな事が

起き 流れているのですが

取り残されても…いいのですよ

「普通」である事大切にしていて下さい

仕事の流れでも家族間でも…

人と交わる中で…何が大切かを

じっくり考えながら…心を込め

想いを込め…対峙
た い じ

したいもの…

ご自分の心そして想い…どう伝えられるか…に

焦点をあて 相手を生かす

あなたを生かす !!

『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般*「気づき…」鈍くなっていませんか

気づいていて…も 気づけない

そんな 事情がお有りなら…それもよし…としましょう。

何もかも ご自身の運気…だからです。

何事も頭で考え損得勘定…で

勝負ではなく…心で感じて下さい。

あなたの経験が…意識が…物事を動かし

運気を呼ぶのですから…考える…ことから…

少し外れて 感じる…を大切に

迷いのない…人生など ないのですが

経験が意識を変え 想いを形にし

行動に移し 運気になる

『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般*「11 月生まれ」の方と同じ…続きですが

ご自分の行動が 運気を動かす様に生きるには…

心を磨くこと…でしょうね

ご自分が 一番で…あったり

相手のこと思いやれないような生き方…は

きっと…あなたの潜在意識の中にない…のに

なぜ必要以上にご自分に拘
こだわ

る のですか

家族のいらっしゃる(結婚して…)方は

少しましかも知れません。

望むと 望まざるに関わらず 子育ての中で

ご自分も育つ…大切なことは…

皆 環境の中に隠されているから

『平成 20 年 6 月の運 気
チャンスライン

』


