
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* 「心の中の見えない拘

こだわ

り」との

戦い…を。自分が知らない…気づかない

無意識に出している「悪しき氣」…です

ご自分が 分からない…だけに 手に負え

ないものになるのです 常に相手の立場

や思いを…顧
かえり

みられること…が 運気

の分かれ道 積むことの難しさより…も

無くさない努力の方が…もっと難しい ?

それが 出来れば 心の中の「敵」に…

勝てる…。誰か…ではなく 常にご自分

との 戦い…だと 心していて 下さい

全般 少し…気持が…沈んでいる…その時

助けの「運気」…動くなら 変化するなら

今…です 何事もご自分から…動き走り

するから…転換が出来る…感じられるの

です 少しずつ ご自分の 環境の…流れを

掴んで下さい。何に賭け 何が出来るか…

生きていくための…本当の意味や目的…

すべての変化…を 見逃さずにあれ と…

大きなメッセージ…でしょうか あなた

を 必要としている 事・方・気づかず…

過ごして来たこと悔やまれる結果 にしない

全般* 運気の動き…少し…落ちて来て…

います 考える時間 ? に と…頂けた…

時間かも それなら…大事に使いたいもの

ですね。何も考えない…考えられない…

なんて事のない様に しっかりと向かう道

模索しながら… でも この一瞬も大切に

して…来
きた

るべき「機会
チャンス

」には…大きな…

運気を掴める様に…今 調子を整えて…

おくことでしょう 沢山の 隠された危険

避けながら進む人生…それを あなた…

次第で 大難が小難に なる様に 頑張れ!!

全般* 落ち着いて…物事を処理出来る…

ご自分…ですか 今 自信を持って 出来る

と 言い切れるあなた…ですか 揺
ゆ

らいで

いても構わないのに…誰かに知られたく

ない…なんて 良い格好…せず 素直に

いきませんか…分からないものは分から

ない…で いいのですよ あなたが…素直

でいられる…何でも聞ける…方…ご自分

の出逢いの中にあります 気づいていて

も…気づきたくない…何と複雑な心境…

なんでしょう それが しんどい人生の原因

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 少し…進んでは 又 後

あと

戻り…です

あなたの「気づき」には 足りないもの

が 沢山あります 出来ている…と 思う

こと…が すでに外れていたり…うまく

進んでいると…安心したり…いえ 安心

し過ぎ…です ご自分で決めた最小限度

のこと…それ位は 守りたいものですね

うまく事が運んでいる…その時が一番…

怖い…と いうこと…腹に据えて…今…

頑張らねば…頑張るときを…見失います

あなたに「夢」が無ければそれでも良い

全般* なぜ…か 少し 心が揺
ゆ

れています

いつも…いつも…心の底にあるものから

目を背
そむ

けて…見ないで…生きているから

かも…知れません 見たくない知りたく

ない…訳は…ご自分自身の自信のなさ…

でしょうか 目を背
そむ

けて生きていけるの

なら…それでいいのですが 耐えきれな

いご自分を見つけた時…あなたは 一体

どうするおつもり…ですか そしてこの

出逢いを どう 感じ どう捉
とら

えているのか

と… 今 神仏
か み

さまから 問われています!

全般* あなたは 人生のいたるところに…

付箋
ふせん

を張りつけて…いっぱい張りつけて

進んで…いる…と 思っていらっしゃるの

でしょうけれど 貼り付けた付箋
ふせん

を忘れて

いませんか 何の為…の 付箋
ふせん

だったのか

今 一度 その 付箋
ふせん

を外し…確かめ直し…

進み直す…ここで間違えたから…これが

間違いの元…だったなぁ…と 整理し直し

です 過去は過去…です が その過去の

上に 今 現在があり…明日という未来に

繋
つな

がっていく…だから この一瞬が 大切!

全般* 体調…いかが ですか 夏のムリが

少し 顔を出して…いる方も…大丈夫な

方も…様々ですが 今暫くは ムリの効か

ない時期に…突入します 大事を取るに

越したことはありません のんびりと…

という訳にもいかないけれど…急ぐこと

もない…運気も同じ…です うまく調子

を見る 取る 時だと…。年の最後です

上手に締め括りたい…ものです この後

年明けから…動く? かも 知れない運気の

波に…乗るには…すべての「管理」を…

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* はがゆい…ほど 何かが…違う…

のですが どうして…気づいていても…

波に乗れない…のですか 心だけが少し

空回り…しています あなた…ご自身の

頭や 心…そして 体…何かが 一本…

足りない のでは 何をどうすればどう

なるのか という様な 話からは…ほど

遠い…ほどの 外れ方 ですが う～ん…

頭を働かせ 体を動かし 人の心を読む

あ～今のあなたには 全て難しい…かな

しっかりと…人のため です 以外はない

全般 現状…を 維持したいのなら…現実

あなたの…心の現実…を 思い知る…こと

ご自分の人生…過去での…あなたの歩み

それが すべての根源…です。今 順調…

なら…それを無くさない努力…物事や…

出逢い…の中で 過剰な期待をしない事

その上で信頼すること。人と人の間で…

「優しさ」と定義される…様な…人への

対し方 それを忘れずに 羨
うらや

まず 嘆
なげ

かず

ご自分の足りなさを何で埋めるのか…を

考え…それに集中する心構えを持つ事です

全般* 何事もなく １年が過ぎようと…

して いますか それとも 大変な １年

だった方…それぞれの方の…何が違う…

のでしょうか しっかり信じて 守れて…

進んで来た方「でも…だけど…」の消し

ゴムで 神仏
か み

の言葉を拒否
きょひ

?…消した方…

の 違い?でしょうか「素直・信じる」の

力
パワー

…炸裂
さくれつ

…と いうこと…でしょう…か

過去を嘆
なげ

いても せんないこと…さぁ来年

こそ…思いを新たにして消しゴムを消す?

そんな ことから 改めて頑張りましょう!

全般* ご自分の笑顔が 周りを明るくして

あなたを照らす事…体験…しつつ…でし

ょうか 何事も…あなたからを 忘れない

あなた…が 変われば…すべての変化へと

運気も移行…していくのです 運気の…

欲しくない人…以外は その事忘れずに…

来年も いえ 来年こそ! 頑張って下さい

後 少し…で 全てが新しくなる…なら

一番 新しい真っ白の あなたでいられる

最後の努力を…変わりたい 変わろう…と

声だけて 過ごした １年に お別れ…です

「惜
せき

福
ふく

・分福・ 植
しょく

福
ふく

」(露伴の「努力論」(岩波文庫) の中の「幸福三説」について…より)

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『20 年 12 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* 「心の中の見えない拘
こだわ

り」との戦い…を。

自分が知らない…気づかない

無意識に出している「悪しき氣」…です

ご自分が 分からない…だけに

手に負えないものになるのです

常に相手の立場や思いを…顧
かえり

みられること…が

運気の分かれ道 積むことの難しさより…も

無くさない努力の方が…もっと難しい ?

それが 出来れば 心の中の「敵」に…勝てる…。

誰か…ではなく 常にご自分との 戦い…だと

心していて 下さい

『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 少し…気持が…沈んでいる…その時

助けの「運気」…動くなら 変化するなら今…です

何事もご自分から…動き走りするから…

転換が出来る…感じられるのです

少しずつ ご自分の 環境の…流れを掴んで下さい。

何に賭け 何が出来るか…

生きていくための…本当の意味や目的…

すべての変化…を 見逃さずにあれ と…

大きなメッセージ…でしょうか

あなたを 必要としている 事・方・気づかず…

過ごして来たこと悔やまれる結果 にしない

『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 運気の動き…少し…落ちて来て…います

考える時間 ? に と…頂けた…時間かも

それなら…大事に使いたいものですね。

何も考えない…考えられない…なんて事のない様に

しっかりと向かう道模索しながら…

でも この一瞬も大切にして…来
きた

るべき「機会
チャンス

」には…

大きな…運気を掴める様に…

今 調子を整えて…おくことでしょう

沢山の 隠された危険避けながら進む人生…

それを あなた…次第で 大難が小難に なる様に

頑張れ!!

『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 落ち着いて…物事を処理出来る…

ご自分…ですか 今 自信を持って 出来ると

言い切れるあなた…ですか

揺
ゆ

らいでいても構わないのに…

誰かに知られたくない…なんて

良い格好…せず 素直にいきませんか…

分からないものは分からない…で いいのですよ

あなたが…素直でいられる…

何でも聞ける…方…

ご自分の出逢いの中にあります

気づいていても…気づきたくない…

何と複雑な心境…なんでしょう

それが しんどい人生の原因



『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 少し…進んでは 又 後
あと

戻り…です

あなたの「気づき」には

足りないものが 沢山あります

出来ている…と 思うこと…が

すでに外れていたり…

うまく進んでいると…安心したり…

いえ 安心し過ぎ…です

ご自分で決めた最小限度のこと…

それ位は 守りたいものですね

うまく事が運んでいる…

その時が一番…怖い…と

いうこと…腹に据えて…今…頑張らねば…

頑張るときを…見失います

あなたに「夢」が無ければそれでも良い



『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* なぜ…か 少し 心が揺
ゆ

れています

いつも…いつも…心の底にあるものから

目を背
そむ

けて…見ないで…

生きているからかも…知れません

見たくない知りたくない…訳は…

ご自分自身の自信のなさ…でしょうか

目を背
そむ

けて生きていけるのなら…

それでいいのですが

耐えきれないご自分を見つけた時…

あなたは 一体どうするおつもり…ですか

そしてこの出逢いを どう 感じ

どう捉
と ら

えているのかと…

今 神仏
か み

さまから 問われています!



『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* あなたは 人生のいたるところに…

付箋
ふ せ ん

を張りつけて…いっぱい張りつけて

進んで…いる…と 思って

いらっしゃるのでしょうけれど

貼り付けた付箋
ふ せ ん

を忘れていませんか

何の為…の 付箋
ふ せ ん

だったのか

今 一度 その 付箋
ふ せ ん

を外し…

確かめ直し…進み直す…

ここで間違えたから…

これが間違いの元…だったなぁ…と

整理し直しです

過去は過去…です が その過去の上に

今 現在があり…明日という未来に繋
つな

がっていく…

だから この一瞬が 大切!



8 月生まれの方

全般* 体調…いかが ですか

夏のムリが少し 顔を出して…いる方も…

大丈夫な方も…様々ですが

今暫くは ムリの効かない時期に…突入します

大事を取るに越したことはありません

のんびりと…という訳にもいかないけれど…

急ぐこともない…運気も同じ…です

うまく調子を見る 取る 時だと…。

年の最後です上手に締め括りたい…ものです

この後年明けから…動く? かも 知れない運気の波に…

乗るには…すべての「管理」を…

『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* はがゆい…ほど 何かが…違う…のですが

どうして…気づいていても…

波に乗れない…のですか

心だけが少し空回り…しています

あなた…ご自身の頭や 心…そして 体…何かが

一本…足りない のでは

何をどうすればどうなるのか という様な 話からは…

ほど遠い…ほどの 外れ方 ですが

う～ん…頭を働かせ 体を動かし 人の心を読む

あ～今のあなたには 全て難しい…かな

しっかりと…人のため です 以外はない

『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 現状…を 維持したいのなら…現実

あなたの…心の現実…を 思い知る…こと

ご自分の人生…過去での…あなたの歩み

それが すべての根源…です。

今 順調…なら…それを無くさない努力…

物事や…出逢い…の中で

過剰な期待をしない事その上で信頼すること。

人と人の間で…「優しさ」と

定義される…様な…人への 対し方

それを忘れずに 羨
うらや

まず 嘆
なげ

かず

ご自分の足りなさを何で埋めるのか…を考え…

それに集中する心構えを持つ事です

『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 何事もなく １年が過ぎようと…して いますか

それとも 大変な １年だった方…

それぞれの方の…何が違う…のでしょうか

しっかり信じて 守れて…進んで来た方

「でも…だけど…」の消しゴムで

神仏
か み

の言葉を拒否
き ょ ひ

?…消した方…の

違い?でしょうか

「素直・信じる」の力
ちから

…炸裂
さくれつ

…と

いうこと…でしょう…か

過去を嘆
なげ

いても せんないこと…

さぁ来年こそ…思いを新たにして

消しゴムを消す?

そんな ことから 改めて頑張りましょう!

『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* ご自分の笑顔が 周りを明るくして

あなたを照らす事…体験…しつつ…でしょうか

何事も…あなたからを 忘れないあなた…が

変われば…すべての変化へと

運気も移行…していくのです

運気の…欲しくない人…以外は

その事忘れずに…来年も いえ 来年こそ!

頑張って下さい

後 少し…で 全てが新しくなる…なら

一番 新しい真っ白の あなたでいられる

最後の努力を…変わりたい 変わろう…と

声だけて 過ごした １年に

お別れ…です

『平成 20 年 12 月の運 気
チャンスライン

』


