
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* 無我夢中…で 過ごした 過ぎた

夏…２度と同じ体験はない…そんな思い

を 日々に 掛けて 大切に 出来ましたか

人生の「エキス」が 詰まった 日々です

それはこの後
のち

も繰り返し 繰り返し 過ぎ

ていく…のです 宇宙の時間…からすれ

ば…ホンの一瞬…私たち人間には…その

一瞬が とても大切…なのです この一瞬

の為…生まれて来たのかも 知れない。

ご自分の心を育てる 優しさをはぐくむ

そう それだけの為に 人生はあるのです

全般 「人の為…」そんな想いに…心を過
よ

ぎらせ暮らせていますか 未
いま

だにご自分

しかない…なんて悲しい心で…いて欲し

くない あなたの中に眠る「優しさ」を…

もっともっと全面に…溢れさせて…運気

に 変えて…あらゆる場面で…活躍して…

欲しい…いえ 出来るだけの能力…お有り

なんですよ…今まで 何をどう違えたのか

ご自分の弱さのみが前面に…。生き方を

少し変え…心を漲
みなぎ

らせ踏ん張ってみま

せんか…「あなたらしさ…」の為に です

全般* 又 少し 弱気? が 顔を出し始めて

いますね あなたが心配するほど 人生は

深刻なもの…じゃない…のに です。どう

生きれば…なんて考えないでも…為
な

るよ

うに成っていきます。そして何事もなく

終わり…ます きっと。そのための毎日…

そして一瞬 一瞬…です 大切に心を込め

て過ごせていれば…その行為が…とても

ステキな明日へと繋がっていくもの です

そう!元気に顔を上げて「お早う!」と…

新しい気持で 一日を…。大切な方?と…

全般* だんだん…重くなる? 肩も心も…

体調だけなら 体力だけなら 取り戻せる

のでしょうが 気持と共に「運気」も…

落とさないで下さいね 一体 何をしたい

のか 何が足りないのか…日々に振り回

され…大切なもの 忘れて…いえ 気持が

乗れないの? でしょうか 投げやりにな

らないでいて下さい どこかで…少し…

切り替えて 仕切り直す…を 試みる 事

かなりの覚悟で 飛び越えないと…。どこ

かで ストップも ありかも…でしょうね

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 金銭に対してや…人との関わりの

中で…無意識に処理する「心の家計簿」

(メンタル・アカウンティング)を 持っていて

人は その収支決算をしているものです

金銭的な出費や…心が伴う心理的な痛み

など 無意識の内に…瞬時に…計算機?

が 働く…のです…が その機能が優れ

て(?)いる…方や 時が… 多々あり…

それが 時には人生に良くも悪くも働く

もの…特にその傾向の強い方は 遠く…

未来を 見て判断 出来る様…努力?です

全般* どう?しましたか 何か 少し です

ね 何に迷っている…のですか あなた

を 必要としている方がいる…生きていく

その中で一番大切な事…は 考えて見て

下さい お金儲け…出世…健康…って方も

いらっしゃるでしょう お金儲けや出世

を 一番に上げた方…幸せ ですね それは

健康でいられるから…でしょう 何より

健康でありたい!と切望するより 遥
はるか

に

幸せ…です 本当の幸せ 生き甲斐は…

誰かに必要とされている事 それが幸せ…

全般* ６月生まれに続き…誰かに必要と

されている…その幸せを 噛みしめていま

すか 人間は 誰かの為に生まれ誰かの為

に 生きているのです ご自分の生命を

削っても…その事 その為に 生きられた

なら…生まれて来た甲斐があり…それが

生きている…その事の意味にも繋がるの

です その想いを忘れずに…いられたら

日々が大切に思えるでしょうし 疎
おろそ

かに

出来ない事になります 夢・目的とは…

そんな複線の中に潜
ひそ

んでいるもの…です!

全般* 今年の暑さを…乗り切れたと油断

せずに もう 一頑張り…です ご自分の

想いだけが 先行して なんだか少しだけ

違う道に…時には それも良い…としても

そのまま…突き進めば…方向転換…を

よぎなく…が 必要になります。心が欲
ほっ

し

た事…終生の望み いえ本当の「使命」に

気づいているはず…この為 この事の為…

この人生はあった…と。人として いつ…

誰と どこで出逢い その出逢いを育
はぐく

んで

心残り無き 生を 全う 出来るのか…です

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* ８月生まれに続き…出逢いの中に

ご自分の「一生」を…託せる出来事と…

「使命」を見つけ出す…のです。今の…

あなたには ご自分しか…見えていない

そんな事はない…と 思っておられます

が…見えていない…のです。今進むべき

道…この後
あと

あなたに降
くだ

される道…新た

な道…躊躇
ちゅうちょ

なく…選べたり 逸
そ

れる事

なく進めたり…出来る様に と「試練
レッスン

」

が 始まった? のかも…最近の 一連の

出来事に その 複線が…ありましたよね

全般 最近 目
め

眩
まぐる

しく動く 身辺の出来事

いろいろな出逢いや…心を踊らせる様な

出来事に…。何事にも直情的に突き進む

あなたの性格…。夢中・無中…は いいの

ですが 少し「ゆっくり」を…心掛けて

下さい。些細
ささい

なことで…心が砕ける?…

落ち込む…結果に…。あなたご自身の…

勝手な思いこみ…なのに 夢が…想いが…

裏切り…が と 相手にも ご自身にも…

失礼な結果へと…突き進む…そんな気が

するのですが…大丈夫? でしょうか…ね

全般* 少しずつ…夏の疲れ…が 出て来て

心の隙間
すきま

…に「魔
ま

」が…。忘れてはいけ

ない事…落としてはいけない大切な事…

何事も 気に掛からなくなって…だんだん

と 物事が遠のくのです…人間の「一生」

と 似ています そうして「終わる」終わ

れるなら…楽 な 事 ですが そうは問屋

が 卸して呉れません 気づかないなら…

気づくまで…繰り返し繰り返し「試練
レッスン

」

は 続きます。心の負荷
ふ か

として 持ち続け

ますか終生
しゅうせい

…。大丈夫にしたいものです

全般* どなたにも平等に…時間は流れて

います…でも 長さは平等では…無いの

かも 知れません それを同じに…する

には「中身」でしょうか 同じ「一生」

でも…決められた時間をどう生かすか…

あなたらしく「今生」を生き抜く事に…

もちろん「使命」を全うする為の努力を

怠
おこた

らない…いえ その事すら 楽しむ余裕

が 大切でしょう。残りは…後
あと

どれ位…

なんて長さの事よりも 何が出来るか何を

するか…に 。心の準備は…大丈夫でしょうね

「蟻
あり

一匹炎天下」(藤本 義一)・「流汗
りゅうかん

悟
ご

道
どう

」(永平寺 79 世貫首 福山 諦法
たいほう

)

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『20 年 10 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* 無我夢中…で 過ごした 過ぎた夏…

２度と同じ体験はない…そんな思いを

日々に 掛けて 大切に 出来ましたか

人生の「エキス」が 詰まった 日々です

それはこの後
のち

も繰り返し 繰り返し

過ぎていく…のです

宇宙の時間…からすれば…ホンの一瞬…

私たち人間には…その一瞬が

とても大切…なのです

この一瞬の為…生まれて来たのかも 知れない。

ご自分の心を育てる 優しさをはぐくむ

そう それだけの為に 人生はあるのです

『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 「人の為…」そんな想いに…心を過
よ

ぎらせ

暮らせていますか

未
いま

だにご自分しかない…

なんて悲しい心で…いて欲しくない

あなたの中に眠る「優しさ」を…

もっともっと全面に…溢れさせて…

運気に 変えて…

あらゆる場面で…活躍して…欲しい…

いえ 出来るだけの能力…お有りなんですよ…

今まで 何をどう違えたのか

ご自分の弱さのみが前面に…。

生き方を少し変え…心を漲
みなぎ

らせ

踏ん張ってみませんか…

「あなたらしさ…」の為に です

『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 又 少し 弱気? が 顔を出し始めていますね

あなたが心配するほど

人生は深刻なもの…じゃない…のに です。

どう生きれば…なんて考えないでも…

為
な

るように成っていきます。

そして何事もなく終わり…ます きっと。

そのための毎日…そして一瞬 一瞬…です

大切に心を込めて過ごせていれば…

その行為が…とてもステキな明日へと

繋がっていくもの です

そう!元気に顔を上げて「お早う!」と…

新しい気持で 一日を…。

大切な方?と…

『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* だんだん…重くなる? 肩も心も…

体調だけなら 体力だけなら 取り戻せるのでしょうが

気持と共に「運気」も…落とさないで下さいね

一体 何をしたいのか 何が足りないのか…

日々に振り回され…大切なもの 忘れて…

いえ 気持が乗れないの? でしょうか

投げやりにならないでいて下さい

どこかで…少し…切り替えて

仕切り直す…を 試みる 事

かなりの覚悟で 飛び越えないと…。

どこかで ストップも ありかも…でしょうね



『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 金銭に対してや…人との関わりの中で…

無意識に処理する「心の家計簿
メンタル・アカウンティング

」を 持っていて

人は その収支決算をしているものです

金銭的な出費や…

心が伴う心理的な痛みなど

無意識の内に…瞬時に…計算機?が

働く…のです…が

その機能が優れて(?)いる…方や 時が… 多々あり…

それが 時には人生に良くも悪くも働くもの…

特にその傾向の強い方は

遠く…未来を 見て判断 出来る様…

努力?です



『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* どう?しましたか 何か 少し ですね

何に迷っている…のですか

あなたを 必要としている方がいる…

生きていくその中で一番大切な事…は

考えて見て下さい

お金儲け…出世…健康…って方も

いらっしゃるでしょう

お金儲けや出世を 一番に上げた方…

幸せ ですね

それは健康でいられるから…でしょう

何より健康でありたい!と

切望するより遥
はるか

に 幸せ…です

本当の幸せ 生き甲斐は…

誰かに必要とされている事 それが幸せ…



『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* ６月生まれに続き…誰かに必要とされている…

その幸せを 噛みしめていますか

人間は 誰かの為に生まれ誰かの為に

生きているのです

ご自分の生命を削っても…

その事 その為に 生きられたなら…

生まれて来た甲斐があり…それが生きている…

その事の意味にも繋がるのです

その想いを忘れずに…いられたら

日々が大切に思えるでしょうし

疎
おろそ

かに出来ない事になります

夢・目的とは…そんな複線の中に

潜
ひそ

んでいるもの…です!



8 月生まれの方

全般* 今年の暑さを…乗り切れたと油断せずに

もう 一頑張り…です

ご自分の想いだけが 先行して

なんだか少しだけ違う道に…時には

それも良い…としても

そのまま…突き進めば…方向転換…を

よぎなく…が 必要になります。

心が欲
ほっ

した事…終生の望み

いえ本当の「使命」に気づいているはず…

この為 この事の為…この人生はあった…と。

人として いつ…誰と どこで出逢い

その出逢いを育
はぐく

んで

心残り無き 生を 全う 出来るのか…です

『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* ８月生まれに続き…出逢いの中に

ご自分の「一生」を…託せる出来事と…

「使命」を見つけ出す…のです。

今の…あなたには ご自分しか…見えていない

そんな事はない…と 思っておられますが…

見えていない…のです。

今進むべき道…この後
あと

あなたに降
くだ

される道…

新たな道…躊躇
ちゅうちょ

なく…選べたり

逸
そ

れる事なく進めたり…出来る様に と

「試練
レッスン

」が 始まった? のかも…

最近の 一連の出来事に

その 複線が…ありましたよね

『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 最近 目
め

眩
まぐる

しく動く 身辺の出来事

いろいろな出逢いや…

心を踊らせる様な出来事に…。

何事にも直情的に突き進むあなたの性格…。

夢中・無中…は いいのですが

少し「ゆっくり」を…心掛けて下さい。

些細
さ さ い

なことで…心が砕ける?…

落ち込む…結果に…。

あなたご自身の…勝手な思いこみ…なのに

夢が…想いが…裏切り…が と

相手にも ご自身にも…失礼な結果へと…突き進む…

そんな気がするのですが…

大丈夫? でしょうか…ね

『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 少しずつ…夏の疲れ…が 出て来て

心の隙間
す き ま

…に「魔
ま

」が…。

忘れてはいけない事…

落としてはいけない大切な事…

何事も 気に掛からなくなって…

だんだんと 物事が遠のくのです…

人間の「一生」と 似ています

そうして「終わる」終われるなら…楽 な 事 ですが

そうは問屋が 卸して呉れません

気づかないなら…気づくまで…

繰り返し繰り返し「試練
レッスン

」は 続きます。

心の負荷
ふ か

として 持ち続けますか終生
しゅうせい

…。

大丈夫にしたいものです

『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* どなたにも平等に…時間は流れています…

でも 長さは平等では…無いのかも 知れません

それを同じに…する には「中身」でしょうか

同じ「一生」でも…決められた時間をどう生かすか…

あなたらしく「今生」を生き抜く事に…

もちろん「使命」を全うする為の努力を怠
おこた

らない…

いえ その事すら 楽しむ余裕が 大切でしょう。

残りは…後
あと

どれ位…なんて長さの事よりも

何が出来るか何をするか…に 。

心の準備は…大丈夫でしょうね

『平成 20 年 10 月の運 気
チャンスライン

』


