
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* ある方が…「幸福」とは何かと…

質問され…「幸せとは 自分が変わった

と 感じられる事」だと 答えておられま

した あなたが…今 何歳なのか 何の

お仕事なのか…立場や生き方の違いは

あれど…ふと ご自分を振り返り 振り向

きして…どう 変われたのか 心の成長や

考え方そして 大切な「人への接し方」

思いやり…などに 心を馳
は

せて下さい。

振り向く必要もないほど 充実…ですか

あなた…が あなた…で 生きていますか

全般 この間…心を過
よ

ぎらせたこと…何故

か忘れて…又 日常に押しつぶされて…

いる あなた…が 見えます 少しは…

ご自分の生まれた意味や 生きている…

行く…意味を真剣に考えて 頑張れそう…

な 気分…だったのに…どうすれ違ったの

でしょう 心と体…そして行動…それが

伴わないの…でしょう 忙しい それは

どなたも同じ…です 忙しくない方など

いらっしゃらない? のでは お仕事を…

なさっていれば…。心…たぎらせて見る!

全般* 少しずつ…何かが…変わる 変化…

良くも悪くも…何かが動き始めています

その「機会
チャンス

」逃
の

さず…どう 乗るか 見送

るか それは あなた…次第 です…が

人生の後…が 無い方も…何か一つ位は

ご自分で判断 ご自分の手で掴
つか

んで下さい

生きている! 生きて行きたい! そんな

気概
きがい

を持って欲しいから…です 何を…

そんなに躊躇
ちゅうちょ

しているのですか 気に

掛かるものは きっといつか 解決へと

道筋が立つ…時が 来る… 大丈夫…です!

全般* 道は…ひとつ…です 迷わず選ぶ

あなたのために 敷かれたレールを進む

そのことに拘
こだわ

らず です。選び損
そこ

なう?

その心配は もっと前にするべきだった

のに…何を 今更…です。ずっと…悩み

いえ 気にかけていなかった…と 思っ

ているだけ…です。そろそろ…決断する

時が 近づいて来ています。辞めればい

いほっとけば…自然消滅…ですか 少し

何か…解
げ

せない…あなた…らしくない…

人間は 無くしてから…思い知るものです

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般*まんが「バッテリー」の中で…巧

の「本気になれよ。関係ないこと全部す

てて おれの球だけ見ろよ」というセリ

フが…。人生 本気で走る 生きるつもり

なら…たったひとつの…道…そして…出

逢いです 本気で…走る 本気で生きる

こと に 賭けませんか 託すには…充分

の出逢い…だと 思いますが あなたの

本気を…神仏
か み

さまが…試して…おられる

のかも…知れません。こんな「機会
チャンス

」

はない…よく 考えてみる こと…ですね

全般* ５月生まれに続きます…あなたに

も通じる「言葉」です 信じられる者…

に出逢っていても…まだまだ…気づきは

ない…のですか 心に引っ掛かる…こと

で…済ませていても いいのでしょうか

あなたがまだ…お若ければ…尚更惜しい

出逢いが早ければ早いほど…あなたの…

人生が輝くのに…生まれて来た意味や…

生きて行く意味…分からなくても人生は

過ぎていき…過ごせるのですが…心の…

「試練
レッスン

」せずに 来世に持ち越し ますか

全般* 今月は…両極端 ですね 善悪いえ

あなたの日頃の…過去の…積み重ねが…

目に見える 結果として…出て来ること…

でしょう 以前にも…何かありました…

この「ガイド」に書かれていても思わし

くない結果…しか出なかった方…その差

は これからも広がることに…心乱す事

続けていれば 誰かのため…大切な時に

手が出ない 出せない こと…しばしば…

それが 運気のなさに…体調にも如実に…

現れてきます 一踏ん張り…が 必要です

全般* あなたには…「大切なもの」…

ありますか ご自分の命に代えても…と

思えるものに…出逢えていますか それ

を 大切にして 人生をおくれていますか

もちろんご家族は…この上もなく大切…

なものですが…きっと来世にも…過去世

にも 繋がる…ものでしょう 今の生活

は 何事もなく…そして 又 繰り返し

起きる出来事の中にも あなたへの…

メッセージが…その「試練
レッスン

」を難なく…

こなして 人生の終焉
しゅうえん

を…迎えたいもの

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 少し…うまくいくと…すぐ 気が

緩
ゆる

む 調子に乗る そんなことで大事な

ことに 対処出来る…と思っているの…

でしょうか 心を研ぎ澄ます…なんて事

今の あなたには 到底ムリなことです

ご自分の描く自画像…と 現実のあなた

とのギャップを埋めるには…何が足りな

いのか…考えたことありますか 運気の

動き…など 何の役にも立たない…ほど

積んでいくより…使っている方が多い…

ひたすら 努力それのみでいいのですか?

全般 人間の努力にも…限界はあります…

疲れた時は…休めばいいのです…でも…

それは本当に頑張っている方に…のみ…

許される言葉だと 心して下さい 誰で

も 彼でも 許される言葉では…無いと…

どれだけ 頑張ったか なんて ご自分で

計れる バロメーターは ないでしょうし

ご自分の限界も…あやふやなもの…それ

より気持よく…日々が送れる様に…心を

解き放つ…物事にとらわれない 楽しむ…

余裕も大切…信じることただひたすら…です

全般* 歳相応の考えや行動…聞きように

よっては 正しいのでしょうが 歳に囚

われないで…柔軟に行動し考え…世代も

世界も 飛び越えて…生きていますか…

と お尋ねしたいです 何か…少し停滞

気味では 事が起これば瞬時に対応…し

瞬時に体制を立て直し…の必要な時だと

思います が 運気の流れ…も大切にして

頂きたいですし それに対応出来るだけ

の運気…積んで来られましたか…とお尋

ねしたいです全ての答えはあなたに…!

全般* 何か気持がついて来ない…引っか

かり…ですか あなたの思い通りの人生

思い通りに…ならないから人生…です…

今 生まれたばかり…今 まさに終焉を

迎えようとしている…今 青春の真っ只

中…同じ生まれ月でも いろいろですが

ご自分の気にくわないこと…の方が多く

起こります…それだけ波乱に富んで面白

いと…笑い飛ばして ほしいものです

少し あなたらしくない日々が先月から

続いていますね 落ち着いて心鎮
しず

めて…

「言葉は身の文
あや

」・「言葉は心の使い」(「よりうり寸評」より)

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『20 年 11 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む
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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* ある方が…「幸福」とは何かと…質問され…

「幸せとは 自分が変わったと 感じられる事」だと

答えておられました

あなたが…今 何歳なのか 何の お仕事なのか…

立場や生き方の違いは あれど…

ふと ご自分を振り返り 振り向きして…

どう 変われたのか 心の成長や考え方

そして 大切な「人への接し方」思いやり…などに

心を馳
は

せて下さい。

振り向く必要もないほど 充実…ですか

あなた…が あなた…で 生きていますか

『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 この間…心を過
よ

ぎらせたこと…

何故か忘れて…又 日常に押しつぶされて…いる

あなた…が 見えます

少しは…ご自分の生まれた意味や

生きている…行く…意味を真剣に考えて

頑張れそう…な 気分…だったのに…

どうすれ違ったのでしょう

心と体…そして行動…それが伴わないの…でしょう

忙しい それはどなたも同じ…です

忙しくない方などいらっしゃらない? のでは

お仕事を…なさっていれば…。

心…たぎらせて見る!

『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 少しずつ…何かが…変わる 変化…

良くも悪くも…何かが動き始めています

その「機会
チャンス

」逃
のが

さず…どう 乗るか 見送るか

それは あなた…次第 です…が

人生の後…が 無い方も…何か一つ位は

ご自分で判断 ご自分の手で掴
つか

んで下さい

生きている! 生きて行きたい!

そんな気概
き が い

を持って欲しいから…です

何を…そんなに躊躇
ちゅうちょ

しているのですか

気に掛かるものは きっといつか

解決へと道筋が立つ…時が 来る…

大丈夫…です!

『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 道は…ひとつ…です

迷わず選ぶあなたのために 敷かれたレールを

進むそのことに拘
こだわ

らず です。

選び損
そこ

なう?

その心配は もっと前にするべきだったのに…

何を 今更…です。

ずっと…悩みいえ 気にかけていなかった…と

思っているだけ…です。

そろそろ…決断する時が 近づいて来ています。

辞めればいいほっとけば…自然消滅…ですか

少し何か…解
げ

せない…あなた…らしくない…

人間は 無くしてから…思い知るものです



『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般*まんが「バッテリー」の中で…

巧の「本気になれよ。関係ないこと全部すてて

おれの球だけ見ろよ」というセリフが…。

人生 本気で走る 生きるつもりなら…

たったひとつの…道…そして…出逢いです

本気で…走る 本気で生きること に 賭けませんか

託すには…充分の出逢い…だと 思いますが

あなたの 本気を…神仏
か み

さまが…試して…

おられるのかも…知れません。

こんな「機会
チャンス

」はない…

よく 考えてみる こと…ですね



『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* ５月生まれに続きます…

あなたにも通じる「言葉」です

信じられる者…に出逢っていても…

まだまだ…気づきはない…のですか

心に引っ掛かる…ことで…

済ませていても いいのでしょうか

あなたがまだ…お若ければ…尚更

惜しい出逢いが早ければ早いほど…

あなたの…人生が輝くのに…

生まれて来た意味や…生きて行く意味…

分からなくても人生は過ぎていき…

過ごせるのですが…

心の…「試練
レッスン

」せずに

来世に持ち越し ますか



『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 今月は…両極端 ですね

善悪いえあなたの日頃の…過去の…積み重ねが…

目に見える 結果として…出て来ること…でしょう

以前にも…何かありました…

この「ガイド」に書かれていても

思わしくない結果…しか出なかった方…

その差は これからも広がることに…

心乱す事続けていれば

誰かのため…大切な時に

手が出ない 出せない こと…しばしば…

それが 運気のなさに…

体調にも如実に…現れてきます

一踏ん張り…が 必要です



8 月生まれの方

全般* あなたには…「大切なもの」… ありますか

ご自分の命に代えても…と

思えるものに…出逢えていますか

それを 大切にして 人生をおくれていますか

もちろんご家族は…この上もなく

大切…なものですが…

きっと来世にも…過去世にも 繋がる…ものでしょう

今の生活は 何事もなく…

そして 又 繰り返し起きる出来事の中にも

あなたへの… メッセージが…

その「試練
レッスン

」を難なく…こなして

人生の終焉
しゅうえん

を…迎えたいもの

『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 少し…うまくいくと…すぐ 気が緩
ゆる

む 調子に乗る

そんなことで大事なことに 対処出来る…と

思っているの…でしょうか

心を研ぎ澄ます…なんて事

今の あなたには 到底ムリなことです

ご自分の描く自画像…と

現実のあなたとのギャップを埋めるには…

何が足りないのか…考えたことありますか

運気の動き…など 何の役にも立たない…ほど

積んでいくより…使っている方が多い…

ひたすら 努力それのみでいいのですか?

『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 人間の努力にも…限界はあります…

疲れた時は…休めばいいのです…

でも…それは本当に頑張っている方に…のみ…

許される言葉だと 心して下さい

誰でも 彼でも 許される言葉では…無いと…

どれだけ 頑張ったか なんて

ご自分で計れる バロメーターは ないでしょうし

ご自分の限界も…あやふやなもの…

それより気持よく…日々が送れる様に…

心を解き放つ…物事にとらわれない

楽しむ…余裕も大切…

信じることただひたすら…です

『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 歳相応の考えや行動…

聞きようによっては 正しいのでしょうが

歳に囚われないで…柔軟に行動し考え…

世代も世界も 飛び越えて…生きていますか…と

お尋ねしたいです

何か…少し停滞気味では

事が起これば瞬時に対応…し

瞬時に体制を立て直し…の必要な時だと思います が

運気の流れ…も

大切にして頂きたいですし

それに対応出来るだけの運気…

積んで来られましたか…と

お尋ねしたいです

全ての 答えは あなたに…!

『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 何か気持がついて来ない…

引っかかり…ですか

あなたの思い通りの人生

思い通りに…ならないから人生…です…

今 生まれたばかり…

今 まさに終焉を迎えようとしている…

今 青春の真っ只中…

同じ生まれ月でも いろいろですが

ご自分の気にくわないこと…の方が多く起こります…

それだけ波乱に富んで面白いと…

笑い飛ばして ほしいものです

少し あなたらしくない日々が先月から続いていますね

落ち着いて心鎮
しず

めて…

『平成 20 年 11 月の運 気
チャンスライン

』


