
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* ご自分自身の「心の中」…に拘り

過ぎていませんか こうありたい…こう

で なければ…と。どんなに もがいても

一生は 一生…なんです 短い時間で…

何が出来ると…自惚
うぬぼ

れて いるのですか

日々心おきなく過ごせる…その事のみに

感謝…でしょう。何かを成す その為に

この「生」はある…その為の…出逢い…

うん 間違いではない…のですが……。

すべてに気負いすぎ 独りよがり それ

は「偽善」へと つながります 心して…

全般 少し…目を離すと…向きが変わる?!

もちろん「運気」の…です 暑さや忙しさ

で…少々バテ気味 ですか 体力の消耗…

は 気力で補う…なんてこと 出来る歳?

の方はいいのですが 気が乗らない…方

最近 落ち込み気味の方も…ちょっとだけ

許される?気抜き…手抜き…ひとりの時間

を 持つ もちろん家族の承諾を得てです

が…あなた…だけが息抜きは ダメなので

交代…して お互いがひとり…を 満喫…

できれば 柔らかい風が 吹くかも…ね

全般* 知らず知らずに漏らすため息…や

愚痴…そんなものが 今のあなたの…環境

を作り出している…のです。先月・今月

そして来月と…頑張ったあなたに半年先

笑顔が…こぼれること…祈ります。今日

吐いた言葉は…６ヶ月先のあなたの運命?

いつも伝えている言葉…です 心して…

守って下さい。その小さな ひとつ一つが

先々で大きな幸せに変わる様に…生きて

欲しいものです。頑張りやさん のあなた

なら…大丈夫!です 大丈夫にしましょう

全般* 褒め言葉は…大事です。言葉に…

行動に しなければ伝わらないこと…あり

ます。心で思っていても…です 近頃…

人への褒め言葉…少なくなっていません

か そして あなたらしくない生き方に

なっていますよね 何かが欠落…してい

ます。仕事も 対人関係も そつなくこな

せる…のに あなたらしくない 生き方

ですよね…何か 少々お疲れ…心も体も…

でしょうか ここらあたりで …立ち止ま

り 休憩…を心と体に休息を上げて下さい

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 何も出来ていない…のに 状況や

環境が変わり…とまどい…立ち止まって

いる…あなた…がみえます とまどいは

心への問いかけ…なら それが成長に…

つながるのですが 恐いのは「自惚
うぬぼ

れ」

です ご自分が自負し思い込み…気位
きぐらい

のみが高くなること…「心の位置
ポジション

」と

「能力」の差… それが「驕
おご

り」へと

気づかず進めば…そこに待っているのは

「転落は一瞬」…という言葉のみ…です

自分の器の大きさでしかものは見えない

全般* 思いこみで 固くなっている頭を…

もう少し柔らかく…。人はあなたの言葉

を「耳」で聞いている…のでは 決してな

いのです 人は「目」で…あなたを見て

行動を…見て 判断の基準にしています

心を見透かす…というのは 言葉と行動

が伴わないから…心に「?」を持つのです

ご自身の人生に対する 姿勢…夢…などを

もう一度 振り返り望みを「言葉」にして

見て下さい。ご自身の心の「点検
チェック

」です

人生はなるようになる…と 気づくはず…

全般* 「体力は有限 気力は無限」…。

あなたの頭も 少々固くなっていますよね

不満は「比較」から始まります 比べて

得することなど何ひとつありません無い

のです「嫉妬
しっと

」や「恨
うら

み」も「卑屈
ひくつ

」も

比較から生まれた産物…でしかないので

す。常に 誰かと…誰かが…もう止めま

せんか あなたは…あなた…なのです

他の何者でもない…それを忘れて生きて

どうするのです「委
ゆだ

ねた」なら 任せて

ただ ひたすら…それが最良の人生ですよ

全般* 体調? 少々バテ気味…でしょうか

気力で乗り切れる…ほど若くはない方…

若さだけが取り柄の方…いろんな方…が

「８月生まれ」にいらっしゃいますが…

今 この時期…同じくして動く「運気」

には あなたの体調管理が大きな部分を

占めています ご自分の「分」にあった

過ごし方…これなしでは…得られない事

心して下さい この後の展開…どう対応

するか 出来るか…。大切な「夢」を…

どう育てるか…にも 掛かっているのです

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 少し…先が見えて…来た…方も…

いらっしゃる?…とても 微妙…な 展開

です ご自分の中の「何に…」拘
こだわ

って

拘り過ぎて…心が上を向かないのですか

顔を上げて…心を上げて…あなたが立ち

向かうべき方向を見つめて下さい。今…

この時点で なさねば為らぬ事 それぞれ

の道…例えば子育てまっしぐら…仕事に

専念…生き方の点検…委
ゆだ

ねた道お持ち

なら…神仏
か み

さまの指し示されるまま…を

忘れて生きては 今世での後悔…来世に?

全般 頑張って…頑張っています。それが

あなたの身上…でしょうけれど ただ頑張

ればいい…やみくもに頑張ればいい…の

ではないのです あなたの中に眠る何か?

に…気づくことも大切…生まれて来たか

ら ただ生きている…に 過ぎなくなり

ます あなたが 何かを決め 選んで 生ま

れて来たなら…想いや心が そこに行き着

くこと…そして実行すること それが…

あなたの この世での「使命」に繋
つな

がる…

何事も漠然
ばくぜん

と…ではなく 意識を持つ事!

全般* 頑張りさえすれば…出来る!そんな

事に終始した…だけ…の 人生?だった方

まだまだ…の方も ご自分のこの世での

お役目…考えてみて下さい。望んだもの

が 手に入り 望み通りの人生…物欲を

満たせばそれでいい…そんな単純な人生

じゃないはず あなたの力を待っている

人がいる…あなたを頼りにしている人が

いる…のかも知れません ただあなたが

気づいてないだけ…それとも 騙
だま

された

経験でもあって心を閉じていらっしゃる?

全般* 何かに…気づき始めた方 それが

いつだって遅きに失することはない…の

ですよ 気づいた時がスタート そして…

その時が「チャンス」を掴める第一歩…

です。ただ 思い続ける やり続ける事が

出来るがどうか…が もっともっと大切…

です。ご自分の心を整えられる 維持…

出来るそのことにも 意味はあるからです

少しずつ…運気の動きに心が反応…する

ようになって来た…事の証
あかし

…でしょう

何事にも感謝を忘れず 日々を大切が身上

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『20 年 8 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む

「温かさ・想い」の…連鎖 それが 唯
わたくし

の願い (命も思いも途切れることなく循環しつづけるのです)
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1 月生まれの方

全般* ご自分自身の「心の中」…に

拘り過ぎていませんか

こうありたい…こうで なければ…と。

どんなに もがいても一生は 一生…なんです

短い時間で…何が出来ると…

自惚
う ぬ ぼ

れているのですか

日々心おきなく過ごせる…

その事のみに感謝…でしょう。

何かを成す その為にこの「生」はある…

その為の…出逢い…

うん 間違いではない…のですが……。

すべてに気負いすぎ 独りよがり

それは「偽善」へと つながります 心して…

『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 少し…目を離すと…向きが変わる?!

もちろん「運気」の…です

暑さや忙しさで…少々バテ気味 ですか

体力の消耗…は 気力で補う…

なんてこと 出来る歳?の方はいいのですが

気が乗らない…方

最近 落ち込み気味の方も…

ちょっとだけ許される?気抜き…手抜き…

ひとりの時間を 持つ

もちろん家族の承諾を得てですが…

あなた…だけが息抜きは ダメなので

交代…して お互いがひとり…を

満喫…できれば 柔らかい風が

吹くかも…ね

『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 知らず知らずに漏らすため息…や愚痴…

そんなものが 今のあなたの…環境を

作り出している…のです。

先月・今月そして来月と…頑張ったあなたに

半年先笑顔が…こぼれること…祈ります。

今日吐いた言葉は…６ヶ月先のあなたの運命?

いつも伝えている言葉…です

心して…守って下さい。

その小さな ひとつ一つが先々で

大きな幸せに変わる様に…生きて欲しいものです。

頑張りやさん のあなたなら…

大丈夫!です 大丈夫にしましょう

『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 褒め言葉は…大事です。

言葉に…行動に しなければ

伝わらないこと…あります。

心で思っていても…です

近頃…人への褒め言葉…少なくなっていませんか

そして あなたらしくない生き方に

なっていますよね

何かが欠落…しています。

仕事も 対人関係も そつなくこなせる…のに

あなたらしくない 生き方 ですよね…

何か 少々お疲れ…心も体も…でしょうか

ここらあたりで …立ち止まり 休憩…を

心と体に休息を上げて下さい



『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 何も出来ていない…のに

状況や環境が変わり…とまどい…

立ち止まっている…あなた…がみえます

とまどいは心への問いかけ…なら

それが成長に…つながるのですが

恐いのは「自惚
う ぬ ぼ

れ」です

ご自分が自負し思い込み…

気位
きぐらい

のみが高くなること…

「心の位置
ポジション

」と「能力」の差…

それが「驕
おご

り」へと気づかず進めば…

そこに待っているのは「転落は一瞬」…という

言葉のみ…です

自分の器の大きさでしか

ものは見えない



『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 思いこみで 固くなっている頭を…

もう少し柔らかく…。

人はあなたの言葉を「耳」で聞いている…のでは

決してないのです

人は「目」で…あなたを見て行動を…見て

判断の基準にしています

心を見透かす…というのは 言葉と行動が伴わないから…

心に「?」を持つのです

ご自身の人生に対する

姿勢…夢…などをもう一度

振り返り望みを「言葉」にして見て下さい。

ご自身の心の「点検
チェック

」です

人生はなるようになる…と 気づくはず…



『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 「体力は有限 気力は無限」…。

あなたの頭も 少々固くなっていますよね

不満は「比較」から始まります

比べて得することなど何ひとつありません

無いのです

「嫉妬
し っ と

」や「恨
う ら

み」も「卑屈
ひ く つ

」も

比較から生まれた産物…でしかないのです。

常に 誰かと…誰かが…もう止めませんか

あなたは…あなた…なのです

他の何者でもない…

それを忘れて生きてどうするのです

「委
ゆだ

ねた」なら 任せてただ ひたすら…

それが最良の人生ですよ



8 月生まれの方

全般* 体調? 少々バテ気味…でしょうか

気力で乗り切れる…ほど若くはない方…

若さだけが取り柄の方…

いろんな方…が「８月生まれ」にいらっしゃいますが…

今 この時期…同じくして動く「運気」には

あなたの体調管理が大きな部分を占めています

ご自分の「分」にあった過ごし方…

これなしでは…得られない事心して下さい

この後の展開…どう対応するか 出来るか…。

大切な「夢」を…どう育てるか…にも

掛かっているのです

『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 少し…先が見えて…来た…方も…

いらっしゃる?…とても 微妙…な 展開です

ご自分の中の「何に…」拘
こだわ

って拘り過ぎて…

心が上を向かないのですか

顔を上げて…心を上げて…

あなたが立ち向かうべき方向を見つめて下さい。

今…この時点で なさねば為らぬ事

それぞれの道…例えば子育てまっしぐら…

仕事に専念…生き方の点検…

委
ゆだ

ねた道お持ちなら…

神仏
か み

さまの指し示されるまま…を

忘れて生きては 今世での後悔…来世に?

『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 頑張って…頑張っています。

それがあなたの身上…でしょうけれど

ただ頑張ればいい…

やみくもに頑張ればいい…のではないのです

あなたの中に眠る何か?に…気づくことも大切…

生まれて来たから ただ生きている…に

過ぎなくなります

あなたが 何かを決め 選んで 生まれて来たなら…

想いや心が そこに行き着くこと…

そして実行すること

それが…あなたの この世での「使命」に繋
つな

がる…

何事も漠然
ばくぜん

と…ではなく 意識を持つ事!

『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 頑張りさえすれば…出来る!

そんな事に終始した…だけ…の

人生?だった方まだまだ…の方も

ご自分のこの世でのお役目…考えてみて下さい。

望んだものが 手に入り 望み通りの人生…

物欲を満たせばそれでいい…

そんな単純な人生じゃないはず

あなたの力を待っている人がいる…

あなたを頼りにしている人がいる…のかも知れません

ただあなたが気づいてないだけ…

それとも 騙
だま

された経験でもあって

心を閉じていらっしゃる?

『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 何かに…気づき始めた方

それがいつだって遅きに失することはない…のですよ

気づいた時がスタート

そして…その時が「チャンス」を掴める第一歩…です。

ただ 思い続ける やり続ける事が

出来るがどうか…が もっともっと大切…です。

ご自分の心を整えられる

維持…出来るそのことにも 意味はあるからです

少しずつ…運気の動きに心が反応…するようになって

来た…事の証
あかし

…でしょう

何事にも感謝を忘れず 日々を大切が身上

『平成 20 年 8 月の運 気
チャンスライン

』


