
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* 心遣い…とは 相手の心境を思い

遣る 一番欲している事…叶えて上げる

応援する・援護する…でしょう 今…

この時 本当に何が出来るか…なんて

大層な想い…でなく 普通に…サラっと

手が出る…手を添える…事 でしょうね

相手の立場…それが根底にないと…想い

は 届かない…のです。それを 大切に

して 気働き…の 時です。でした!!。又

落としたかも? よけいな考えはご自分の

心の 拘り? 無反応? 情なしに 通じます

全般 今月は…「油断大敵!!」の時期です

うっかり…そんな事が 許されない時…

でもあります。普段から 心引き締めて…

暮らしていれば 特に何事も起こらない

方も…ちょっと危ないかな…と 思えるな

ら なおさら心引き締めて いて下さい

何事もないに こした事はないのですから

家族との団らんや 挨拶も 危険を回避…

出来る事につながり 大切な時…でしょう

来
きた

る飛躍の時…大切に思うなら 日々…心

込めて過ごす…それが運に 繋がるのです

全般* 今…目の前の事…それが いつか…

ご自分に降りかかる…未来の姿? 良い事

のみを見つめて生きて行く…つもりでも

先に何が待ち受けているのか 分からない

のが 人生…。安定が不安定より スバラ

シイ…とは限らない様に…荒波も乗り越

えられたなら…自信に満ちたご自分を…

再発見出来る…様に…。先の事憂慮
ゆうりょ

して

思い悩むより…今 今 出来ること 日々

を 大切にする を 忘れないで下さいね。

あなたが あなたらしくある為の日々を…

全般* 心を…想いを…伝えられていない

と…。何も考えていない…? 考えていて

も 手をさしのべる事…出来ないあなた…

ですか 気づかないフリ…少々辛いもの…

ありますね それでも生きていく いかな

ければ…ですよね ご自分の調子…体調

仕事運…傾いて来て…取り戻せていない

のなら 何が最優先なのか…顧みて下さい

心を定める…委
ゆだ

ねる…立て直す そんな事

から あなたの運気を動かしてみましょう

頑張れば 頑張っただけの運…付いてくる

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 何に迷う? 何が足りない…のかと

ご自分の心に 問いかけて 見て下さい

少し 向きが違う? ように見えますが…

ご自分を ご自分こそが 信じる対象です

が 信じるに値
あたい

する 能力や 努力重ねて

いますか…心を野放し…状態では 何事

も 為せないのです。普通に生活…でき

普通に暮らせていれば…それでいい…の

なら この「ガイド」は必要ないのです

ご自分の小さな幸せ…積み重ねる人生を

楽しんで下さい「使命」も関係なしに…

全般*又 ご自分の心の中に…入り込んで

いませんか 正しい・正しくない そんな

思いや 拘
こだわ

り…なぜ? と 人生や環境に…

問いかけても…ご自分の努力の積み重ね

や 心構え 耐える…心が芽生えなければ

無駄な焦
あせ

り…でしかないのですよ ご自身

を絞る…躰も心も…です。物事を深く…

観察する…出来事の 思いの 言葉の…先

それを読む…努力…です。心優しい方…

なのに…どちらを向いて 生きている の

ですか 少し 方向転換…計る事でしょう

全般* 過去を粗末にしていては あなたの

成長はないのです。過ぎ去った事…時…

それがあなたを育てたのに…です。失敗

や 行き過ぎ 心を刺すような思い出も…

ご自分への拘り…その事により誰かを傷

つけた事…も…。皆 あなたの存在の証
あかし

それを乗り越え…ましたか? 乗り越えら

れましたか? 覆
おお

い隠さず 過去とせず…

ご自分の養分…として 蓄え 培養
ばいよう

…し…

エネルギーに変換…他の為 使う 使える

あなたであって欲しいのです。あって下さい

全般* 思い・想い は通じます。ご自分の

人生を賭けてでも… 誰かのため…そんな

あなたの想いは届いている…はずです。

言葉として 態度として帰って来なくても

誰かが…誰かを想い その想いを 回して

呉れれば…形を変えて回り回って…心に

届くもの…。それこそが 本当のあなたの

人生…生まれて来た…意味に繋がって…

いるのです 今 暫く 少し 辛い 日々が

続きますが…なんて事ない! のです それ

が 本当の人生を味わえる 醍醐味? かも

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 心や 気持の ブレ…正して下さい

ご自分の心・気持に 波があり 浮き沈み

するのは 人生に大きな支障を来
きた

します

仕事や 人間関係にも…。出来ないこと

開き直らず…慎みをもって ご自分を…

鍛える…のです。人生を投げ出す…のと

同じ行為は 慎むべきです。せっかくの

素質や・資質 殺しているのです。私に

は 何もない…と 愚痴る・嘆く・など…

愚の骨頂…です。神仏
か み

さまからお叱りが

ある内に。いらっしゃらなくなりますよ

全般 ご自分しか…見えていない…のです

か 困った時は…愚痴だらけ…少し上手
う ま

く

いくと…忘れる…神仏
か み

さまのご加護…を

どこでどの神仏
か た

に何を頂いたのか 関わ

りの広さ…忘れない…ご自分の信仰の…

対象の神
かた

のみが 助けて下さったのでは

ないのです この宇宙の…すべての大もと

「大いなる力…」からの 援助…忘れず…

感謝を…持って生きるのです…。いつも

「感謝…」と 心で唱えていても…書いて

いても…何かが伴ってない感…あります

全般* 今のあなたは…何事にも 感動を

忘れていませんか? 人への想いや 物事

の 変化に対して…心を躍らせることを…

忘れては 人間としての資質を問われます

感動した…その事へ「手を差し伸べる」

それが人として…社会への還元に…繋が

ること…に 思いを馳せて下さい。今…誰

かの為は あなたに帰る運気に…そして…

「使命」へと 繋がること…体感できるの

に…老若男女…問わず ご自分の人生の…

大きな分岐点…でしょう 心を開く こと

全般* 何があっても 守り通して頂ける

そんな生き方…出来ていますか「罰」は

当たりませんが…神仏
か み

さまがいらっしゃ

らなくなる…その事…の 方が恐い…事で

しょう 何かを…忘れて過ごしている方

ご自分の足元…しっかり照らし 見つめる

初心に還る…家族と共に…共通のお話が

出来ていますか。単なる会話…ではなく

人生に対して…重要な会話…です 子供の

事…親の事…と同じように大切な会話…

です。そう『部屋』の事…話せていますか

「大きな箱」と「小さな箱」・「広い道」と「狭い道」どれを取り どれを 選びますか

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『20 年９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* 心遣い…とは 相手の心境を思い遣る

一番欲している事…叶えて上げる

応援する・援護する…でしょう

今… この時 本当に何が出来るか…なんて

大層な想い…でなく 普通に…サラっと 手が出る…

手を添える…事 でしょうね

相手の立場…それが根底にないと…

想いは 届かない…のです。

それを 大切にして 気働き…の 時です。でした!!。

又落としたかも? よけいな考えは

ご自分の 心の 拘り? 無反応?

情なしに 通じます

『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 今月は…「油断大敵!!」の時期です

うっかり…そんな事が

許されない時…でもあります。

普段から 心引き締めて…暮らしていれば

特に何事も起こらない方も…ちょっと危ないかな…と

思えるなら なおさら心引き締めて いて下さい

何事もないに こした事はないのですから

家族との団らんや 挨拶も 危険を回避…

出来る事につながり 大切な時…でしょう

来
きた

る飛躍の時…大切に思うなら

日々…心込めて過ごす…

それが運に 繋がるのです

『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 今…目の前の事…それが いつか…

ご自分に降りかかる…未来の姿?

良い事のみを見つめて生きて行く…つもりでも

先に何が待ち受けているのか

分からないのが 人生…。

安定が不安定より スバラシイ…とは限らない様に…

荒波も乗り越えられたなら…

自信に満ちたご自分を…再発見出来る…様に…。

先の事憂慮
ゆ う り ょ

して思い悩むより…今

今 出来ること 日々を 大切にする を

忘れないで下さいね。

あなたが あなたらしくある為の日々を…

『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 心を…想いを…伝えられていないと…。

何も考えていない…?

考えていても 手をさしのべる事…

出来ないあなた…ですか

気づかないフリ…少々辛いもの…ありますね

それでも生きていく いかなければ…ですよね

ご自分の調子…体調仕事運…傾いて来て…

取り戻せていないのなら

何が最優先なのか…顧みて下さい

心を定める…委
ゆだ

ねる…立て直す

そんな事から あなたの運気を動かしてみましょう

頑張れば 頑張っただけの運…付いてくる



『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 何に迷う? 何が足りない…のかと

ご自分の心に 問いかけて 見て下さい

少し 向きが違う? ように見えますが…

ご自分を ご自分こそが 信じる対象ですが

信じるに値
あたい

する 能力や 努力

重ねていますか…心を野放し…状態では

何事も 為せないのです。

普通に生活…でき普通に暮らせていれば…

それでいい…のなら この「ガイド」は必要ないのです

ご自分の小さな幸せ…積み重ねる人生を

楽しんで下さい「使命」も関係なしに…



『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般*又 ご自分の心の中に…

入り込んでいませんか

正しい・正しくない そんな思いや 拘
こだわ

り…

なぜ? と 人生や環境に…問いかけても…

ご自分の努力の積み重ねや 心構え

耐える…心が芽生えなければ

無駄な焦
あせ

り…でしかないのですよ

ご自身を絞る…躰も心も…です。

物事を深く…観察する…

出来事の 思いの 言葉の…先

それを読む…努力…です。

心優しい方…なのに…どちらを向いて

生きている のですか

少し 方向転換…計る事でしょう



『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 過去を粗末にしていては

あなたの成長はないのです。

過ぎ去った事…時…

それがあなたを育てたのに…です。

失敗や 行き過ぎ 心を刺すような思い出も…

ご自分への拘り…その事により誰かを傷つけた事…も…。

皆 あなたの存在の証
あかし

それを乗り越え…ましたか?

乗り越えられましたか?

覆
おお

い隠さず 過去とせず…

ご自分の養分…として 蓄え 培養
ばいよう

…し…

エネルギーに変換…他の為 使う

使えるあなたであって欲しいのです。

あって下さい



8 月生まれの方

全般* 思い・想い は通じます。

ご自分の人生を賭けてでも… 誰かのため…

そんなあなたの想いは届いている…はずです。

言葉として 態度として帰って来なくても

誰かが…誰かを想い その想いを 回して呉れれば…

形を変えて回り回って…心に届くもの…。

それこそが 本当のあなたの人生…

生まれて来た…意味に繋がって…いるのです

今 暫く 少し 辛い 日々が続きますが…

なんて事ない! のです

それが 本当の人生を味わえる 醍醐味? かも

『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 心や 気持の ブレ…正して下さい

ご自分の心・気持に 波があり 浮き沈みするのは

人生に大きな支障を来
きた

します

仕事や 人間関係にも…。

出来ないこと開き直らず…

慎みをもって ご自分を…鍛える…のです。

人生を投げ出す…のと同じ行為は 慎むべきです。

せっかくの素質や・資質 殺しているのです。

私には 何もない…と

愚痴る・嘆く・など…愚の骨頂…です。

神仏
か み

さまからお叱りがある内に。

いらっしゃらなくなりますよ

『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 ご自分しか…見えていない…のですか

困った時は…愚痴だらけ…

少し上手
う ま

くいくと…忘れる…

神仏
か み

さまのご加護…を

どこでどの神仏
か た

に何を頂いたのか

関わりの広さ…忘れない…

ご自分の信仰の…対象の神
かた

のみが

助けて下さったのではないのです

この宇宙の…すべての大もと

「大いなる力…」からの 援助…忘れず…

感謝を…持って生きるのです…。

いつも「感謝…」と 心で唱えていても…

書いていても…

何かが伴ってない感…あります

『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 今のあなたは…何事にも

感動を忘れていませんか?

人への想いや 物事の 変化に対して…

心を躍らせることを…忘れては

人間としての資質を問われます

感動した…その事へ「手を差し伸べる」

それが人として…社会への還元に…繋がること…に

思いを馳せて下さい。

今…誰かの為は あなたに帰る運気に…

そして…「使命」へと 繋がること…体感できるのに…

老若男女…問わず ご自分の人生の…

大きな分岐点…でしょう 心を開く こと

『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 何があっても 守り通して頂ける

そんな生き方…出来ていますか

「罰」は当たりませんが…

神仏
か み

さまがいらっしゃらなくなる…

その事…の 方が恐い…事でしょう

何かを…忘れて過ごしている方

ご自分の足元…しっかり照らし 見つめる

初心に還る…家族と共に…

共通のお話が出来ていますか。

単なる会話…ではなく人生に対して…

重要な会話…です

子供の事…親の事…と同じように大切な会話…です。

そう『部屋』の事…話せていますか

『平成 20 年 9 月の運 気
チャンスライン

』


