
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* 人生は 何かを捨てたり 選んだ

り…しながら 進むもの…そうしないと

進めない…時 も だからこそ 誰かに

出逢い 誰かを信じ 又 前に…でしょう

その 繰り返しが 止まる? そんな事態

予測…出来ていて それを排除
はいじょ

しなけ

れば…これまでの人生…何の為 ですか

この世のことは…この世で終わらせない

と…来世まで引きずる…ことは 出来な

いのです。この一瞬が大切!…分かれば

何て事ない ご自分…から 再出発です!

全般 何事にも…全力投球…が 大切な時

もありますが 少し肩の力…抜くことも

心の範疇
はんちゅう

に入れていて下さい。忘れな

いで下さいね 手を抜く…こと ではな

いのですよ 手を抜いたり 怠惰
たいだ

になっ

たり…でなく 心の休息…心の余裕 です

その余裕の中で 家族・友人・係わりの

方たち…への心遣いを 忘れない…普段

とは 違うあなたで 接して下さい 心

から溢れる笑顔…そして言葉…それこそ

あなたに帰ってくる幸せ…に繋
つな

がります

全般* 心 落ち着けて ご自分を眺めて…

いますか 世の中の事は 為
な

るように様

にしか成らない…でも きっと 為
な

るよ

うに成る…その法則を忘れないで下さい

今 心を占めている事…長い人生の道中

で たいした事じゃない…と いつか…

振り返られる時…が 来ます 間違いな

く…。そんなに気に病
や

まなくても…です

何てことない…のですよ そんな事より

しっかり働くこと…です 頑張って…

働けば 貧乏神の つけ入る隙間なしに…

全般* 集中力…そして決断力…落として

います。人間に とってもっとも 大切な

「情」…気づかない方…じゃないのに…

それも…欠落? 理由
わ け

あり…です…よね

それは…今 の あなたに どうしょうも

ない…事 なのでしょうか? それを…

言い訳にしますか こころが狭くなって…

それが運気に影響…して 又 落ちる?事

につながる いわゆる「悪循環」でしょう

人は訳もなく思い込んだり 開き直った

りして 心を狭
せば

めていく…気づき…大切に

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* ご自分の思いこみ…自惚

うぬぼ

れ? で…

すべて…進みつつ ある こと 気づいて

いますか 知識や 教養…は あなたの

人生の 幅や 心を 狭
せば

めても 大きく

見せたり 賢く見せたりはしないもの…

ご自分が経験し 体験して 心に刻み込

んで…初めて「智慧」にと…昇華 させ

られるもの…だと言うこと 忘れないで

下さい 常に謙虚に…聞く耳持つ…身に

付いてないのに…理屈だけに走らない事

いつの間にか…心の位置…ずれています

全般* 心があっちこっち…定まらない…

事に ご自分が気づいて…… 充分気づい

ていますよね それでも 何か 心の向き

違う…のですね あなたが この世に生ま

れて来た…この親を 母とし 父として…

あなたが 選んで生まれて来た…その事

忘れないでいて下さい そしてあなたが

「親」なら…同じ事…それは同じ繰り返

し…でしょう まだ「親」でないなら…

この先起こり得ること…ご自分が選んだ

その事を その意味を確認…の時期かも?!

全般* 足の裏のご飯粒…取らねば気分が

悪く…取っても食べられない…。そんな

程度…かも でも… 大変な問題…です

あなたの「致命傷」…それが致命傷だと

気づかなければ あなたの再生…ないの

です 何気なく過ごして来られた…から

それで済んでいた…と 勘違いして 自分

は出来ている…と そんなことが許される

訳ないのに…です「魂」は「肉体」を

得て 初めて 修行・成長・出来るのです

今 この「機会
チャンス

」しか…ないのに…です

全般* 危機感・使命感・突き動かされる

様に…迫り来るもの…手を拱
こまぬ

いている

場合ではない…と 分かりますか? この世

での 出逢い…だけで 済まさず 三世の

つながり…心する すべての方たちと…

です。「袖すり合うも 多生の縁」仏教的

にいう ご縁…ですが 前世・現世・来世

その 三世のつながり…それを頂いている

そうして「魂」の成長させて頂く…こと

につながる…のですから あなたの大切

な「使命」感…気づいて頂ければ…と…

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* ふらふら…と 心ここに非

あら

ず…で

すね 何を考えている? いえ 考える

能力・知識・すらも ない あなたの心

は もぬけの殻…状態です 見えないもの

に? 心を…現
うつつ

をぬかし…ている…状態

頭の回転も まま為
な

らず…何もかもが…

ぼ～っとしている のでしょう それを

性根が据わってない…と いうのです

けれど…。神仏
か み

さまの ご配慮に 何か…

ご不満でも…神仏
か み

さまに 委
ゆだ

ねる…こと

すら 出来てもいないのに…でしょうか

全般 韓国語に「シジャギバニダ」という

言葉があります「始めれば 物事は半分

出来ている」という意味…だ そうです。

好きな言葉…ですが「始める」事…その

ものが 大切なのだ…と 伝えているのに

始めさえすれば…出来ない…と 思ってい

た事も 出来るのに…と 少し 拘
こだわ

る…

拘
こだわ

って見て 下さい 後ろを 過去を 出来

ない自分を 振り返る事ではなく 前を…

見て 向いて 進むこと 始めて下さい

あなた…しか出来ないことありますきっと

全般* 気づき…鈍い ですね 何かが動く

予感…働かない…のは ご自分を成り立た

せていない…から でしょう 出来ないの

ではなく やる気?がない…いえ ほんとは

気づいてない…のです 何に…ですか?

の ご質問…何に…でしょうね それこそ

「試練
レッスン

」…です すべてに…とは 言わな

いですが ご自分の心に真摯
しんし

に反応して

いれば「運気」と同じ あなたに応えて…

くれるはずのもの…です 対人関係でも

仕事…でも大きな運気が動く…時なのに

全般* 環境に…変化あり あなたの運気

にも…。どんな人生… どんな生き方

して来たのか…が 問われています…何も

ない方などいないし 振り返って見て

反省はない… なんて方いらっしゃる…

なら その事が 問題…です ご自分で気

づかず 誰かを傷つけ…そして あなたも

傷ついたそんなこともあった…人生です

でも…でも…私は…なんて 事 考えたり

思ったりしている あなたは何者…です

ご自分に 問う ことで 見えて来るはず…

怒らない・妬
ねた

まない・愚痴らない…(三毒追放)

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『20 年７月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む

wakuda_tsutomu
テキストボックス
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* 人生は 何かを捨てたり

選んだり…しながら 進むもの…

そうしないと進めない…時 も

だからこそ 誰かに出逢い 誰かを信じ

又 前に…でしょう

その 繰り返しが 止まる?

そんな事態予測…出来ていて

それを排除
はいじょ

しなければ…

これまでの人生…何の為 ですか

この世のことは…この世で終わらせないと…

来世まで引きずる…ことは

出来ないのです。

この一瞬が大切!…分かれば何て事ない

ご自分…から 再出発です!

『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 何事にも…全力投球…が

大切な時もありますが 少し肩の力…抜くことも

心の範疇
はんちゅう

に入れていて下さい。

忘れないで下さいね

手を抜く…こと ではないのですよ

手を抜いたり 怠惰
た い だ

になったり…でなく

心の休息…心の余裕 です

その余裕の中で 家族・友人・係わりの方たち…への

心遣いを 忘れない…

普段とは 違うあなたで 接して下さい

心から溢れる笑顔…そして言葉…

それこそあなたに帰ってくる幸せ…に繋
つな

がります

『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 心 落ち着けて

ご自分を眺めて…いますか

世の中の事は 為
な

るように様にしか成らない…

でも きっと 為
な

るように成る…

その法則を忘れないで下さい

今 心を占めている事…

長い人生の道中で たいした事じゃない…と

いつか…振り返られる時…が 来ます

間違いなく…。

そんなに気に病
や

まなくても…です

何てことない…のですよ

そんな事よりしっかり働くこと…です

頑張って… 働けば

貧乏神の つけ入る隙間なしに…

『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 集中力…そして決断力…落としています。

人間に とってもっとも 大切な「情」…

気づかない方…じゃないのに…

それも…欠落? 理由
わ け

あり…です…よね

それは…今 の あなたに

どうしょうもない…事 なのでしょうか?

それを… 言い訳にしますか

こころが狭くなって…それが運気に影響…して

又 落ちる?事につながる

いわゆる「悪循環」でしょう

人は訳もなく思い込んだり

開き直ったりして

心を狭
せば

めていく…気づき…大切に



『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* ご自分の思いこみ…自惚
う ぬ ぼ

れ?

で…すべて…進みつつ ある こと

気づいていますか

知識や 教養…は あなたの人生の

幅や 心を 狭
せば

めても

大きく見せたり 賢く見せたりはしないもの…

ご自分が経験し 体験して 心に刻み込んで…

初めて「智慧」にと…昇華 させられるもの…だと

言うこと 忘れないで下さい

常に謙虚に…聞く耳持つ…

身に付いてないのに…理屈だけに走らない事

いつの間にか…心の位置…ずれています



6 月生まれの方

全般* 心があっちこっち…定まらない…事に

ご自分が気づいて…… 充分気づいていますよね

それでも 何か 心の向き違う…のですね

あなたが この世に生まれて来た…

この親を 母とし 父として…

あなたが 選んで生まれて来た…

その事忘れないでいて下さい

そしてあなたが「親」なら…同じ事…

それは同じ繰り返し…でしょう

まだ「親」でないなら…

この先起こり得ること…

ご自分が選んだその事を

その意味を確認…の時期かも?!

『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 足の裏のご飯粒…

取らねば気分が悪く…取っても食べられない…。

そんな程度…かも でも…

大変な問題…です

あなたの「致命傷」…

それが致命傷だと 気づかなければ

あなたの再生…ないのです

何気なく過ごして来られた…から

それで済んでいた…と 勘違いして

自分は出来ている…と

そんなことが許される訳ないのに…です

「魂」は「肉体」を 得て 初めて

修行・成長・出来るのです

今 この「機会
チャンス

」しか…ないのに…です



8 月生まれの方

全般* 危機感・使命感・突き動かされる様に…

迫り来るもの…手を拱
こまぬ

いている 場合ではない…と

分かりますか?

この世での 出逢い…だけで 済まさず

三世のつながり…心する

すべての方たちと…です。

「袖すり合うも 多生の縁」

仏教的にいう ご縁…ですが

前世・現世・来世その 三世のつながり…

それを頂いている

そうして「魂」の成長させて頂く…ことに

つながる…のですから

あなたの大切な「使命」感…

気づいて頂ければ…と…

『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* ふらふら…と 心ここに非
あら

ず…ですね

何を考えている?

いえ 考える 能力・知識・すらも ない

あなたの心は もぬけの殻…状態です

見えないものに?

心を…現
うつつ

をぬかし…ている…状態

頭の回転も まま為
な

らず…何もかもが…

ぼ～っとしている のでしょう

それを性根が据わってない…と

いうのです けれど…。

神仏
か み

さまの ご配慮に

何か… ご不満でも…

神仏
か み

さまに 委
ゆだ

ねる…ことすら

出来てもいないのに…でしょうか

『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 韓国語に「シジャギバニダ」という言葉があります

「始めれば 物事は半分出来ている」という

意味…だ そうです。

好きな言葉…ですが

「始める」事…そのものが 大切なのだ…と

伝えているのに

始めさえすれば…出来ない…と 思っていた事も

出来るのに…と

少し 拘
こだわ

る…拘
こだわ

って見て 下さい

後ろを 過去を 出来ない自分を

振り返る事ではなく

前を…見て 向いて 進むこと 始めて下さい

あなた…しか出来ないことあります きっと

『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 気づき…鈍い ですね

何かが動く予感…働かない…のは

ご自分を成り立たせていない…から でしょう

出来ないのではなく やる気?がない…

いえ ほんとは 気づいてない…のです

何に…ですか? の ご質問…何に…でしょうね

それこそ「試練
レッスン

」…です

すべてに…とは 言わないですが

ご自分の心に真摯
し ん し

に反応していれば

「運気」と同じ

あなたに応えて…くれるはずのもの…です

対人関係でも仕事…でも

大きな運気が動く…時なのに

『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 環境に…変化あり あなたの運気にも…。

どんな人生… どんな生き方 して来たのか…が

問われています…

何もない方などいないし

振り返って見て 反省はない…

なんて方いらっしゃる… なら

その事が 問題…です

ご自分で気づかず 誰かを傷つけ…

そして あなたも傷ついた

そんなこともあった…人生です

でも…でも…私は…なんて 事

考えたり思ったりしている

あなたは何者…です

ご自分に 問う ことで 見えて来るはず…

『平成 20 年 7 月の運 気
チャンスライン

』


