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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* 「思い遣

や

る」…という言葉には…

上から見ている感じが 心を遣
つか

い 思いが

「至
いた

る・到
いた

る」事…それが足りない…

のでは…。一目見た時 一瞬で 何か…を

感じること…気づかないで…相手の言葉

で知る…なんて…。仕事の種類が何…で

結果が変わって来ます。大好きいっぱい

そんな言葉が何の役に立つ…と言うので

すか 思いは 言葉で伝えるもの…では

なく その状態を一瞬にして見抜く事…

気を張ってない…鈍感な生き方そのもの

全般 何かが…変わるなら 変われるなら

今年こそ!の 思いを新たにして下さいね

ず～っと そう 思っている 思い続けて

いる…ん ですよね それでもうまく行か

ない…思いが続かない その事に 心を

配るべき…です。何やかや…あっても…

元気で いられるなら 一番 ありがたい事

そのことにも 気付く…のです あなたに

家族がおありなら…幸せは 一層深まる

もの…ですよね 独身だとしても 幸せの

予測が…今年は…ある? 気配が…頑張れ!

全般* 新しい年…新しい生活…新しい…

ご自分…。それを手に入れるには…理屈

や しかめっ面…は ご法度
はっと

…です 全てに

ま～るく 柔らかく 受け流せる努力 です

先ず 躰…です。柔らか～く 柔らか～く

そして続きで心も 柔らか～く あなたの

一番 大切なもの…大切な人…思い浮かべ

この後の人生を 今年を…将来を…考える

ご自分を変えていく算段を…どう生きる

も…あなたの人生…誰に遠慮もいらない

のですが 生き方に 生まれて来た意味が!

全般* 落とし…かけた「運気」辛うじて

止
とど

め…ましたね 新しい年も…その感覚を

忘れず…維持出来るように いえ 維持…

し続けて いてください 今 分からなく

ても きっといつか…よかった!と思える

日が来る…でしょう あなたは…気づい

ているのかも…でも 何かが…引っかかり

嫌…なんでしょう あなた らしくない…

そんな小さな事に囚
とら

われていては…大成

しないでしょうに。 新しい年に相応
ふさわ

しい

新しいあなた…で 生きて欲しい…ですね

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* かけ声…ばかりの一年…でしたね

そんな思いや…気づきは…あなたにあり

ますか 人生は講釈や…理屈で 解決し

たり成り立ったりしないのです。ご自分

の行いや 生き方に…何かが存在し結果

を連れてくるもの…です。ず～っと何年

も退歩の…まま…歳だけは 人並みに…

ですか 幾つから大人…だと お思いで

しょうか 年月過ぎれば一人前…なんて

考え捨ててください 唯
わたくし

…と出逢って

いる。神仏
か み

さまに申し訳ない年月ですよ

全般* 5月生まれと同じく…出逢っている

その事忘れて生きていては…ご自分を…

生かせていない人生になります。新しい

年を新しい出発に変えませんか 方向転換

そう!運気の…です そして生きゆく先を

見つめ直す事…も です ご自分の使命…

に気づいて歩き直す…又は しっかりと

進む道…指し示して頂く…。それぞれの

生き方に合わせ 頂く「言葉」は違うはず

人生の残された時間 たっぷりでも…少し

でも 聴くこと…耳を傾ける場所へ GO!!

全般* さぁ新しい一年が…始まるのです

過ぎし一年…いかがでしたか…芳
かんば

しく

なかった方…大きな転換期…だった方…

人それぞれ…悲喜こもごも…。それほど

７月生まれの方は 個人差が生じ…結果の

違いを生んだ年です 過ごし方や 努力の

積み重ね方人として…心正しくあれと…

悔やまれる結果の方…６ヶ月前 数年前の

あなたの運気…生き様 です。信じた道…

指し示される通りが 神仏
か み

さまのご加護や

運気の違いに…。心改め生き直す覚悟を!

全般* 今月…新しい年でも…言葉は同じ

体調管理…です あなた…だけじゃなく

家族全ての…です 新しい運気で 立ち向

かうご自分の使命や仕事…すべてに対し

て常に一番いい状態を維持し続けること

それが この不況に 打ち勝つ秘訣…かも

新しい年も…いえ 新たになる からこそ

積むのです「運気」…。そして一番大切

なこと…誰かの為…それを外すことない

人生を…。心の芯柱
しんばしら

を立てる 全ては

そこに答があり 生き方の根本…でもある

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 目を伏せたり…目をそらしても…

見られている…とは 感じない のですか

その程度のこと…で はぐらかせる様な

ものなら「運気」に響くこともない…の

でしょうが。ご自分が発してきた言葉…

ご自分の自信…それが誤り…だと…感じ

ても…その結果から逃れることはムリ…

でしょう。神仏
か み

さまからの「答」は無い

あなたの（無い）運気から 支払う…の

です。答は…それ…です。人間が出来る

ことなど 知れている…その事を知れ!と

全般 毎月のこの「ガイド」…何と読んで

いるのですか…ご自分に都合の良いよう

に解釈して来た 一年でした。が この後

も そうしてご自分流に読み進み 解釈…

して 新しい年を迎える…のですか この

出逢いは…神仏
か み

さまから…あなたへの…

メッセージ…あなたに「変われ」と…。

変わらなければ…この人生は…無かった

も同然…だと…。でも…あなたは ご自分

の都合…心の向きを優先させて…います

新しい年は…その事に向き合う一年に…!

全般* あなたがやらねばならないこと…

手を差し伸べるべき事…から 目をそらし

いえ気づくこともなく…通り過ぎて来て

誰かの為…は あなたご自身の為…だった

のに…その事…が あなたを 大きな運気

の渦に巻き込んで呉れたかも…知れない

のに「見落とし…の一年」でした いえ

最近は…そうして見過ごさざるを得ない

事情が ?…周辺にある…の でしょう か

新しい年は…しっかりと目を見開いて…

誰かの為…力を貸す…を 心掛けるのです

全般* 少しずつ…心の張り…取り戻して

「ご自分」を 生きていますか 新しい年

に向けて ご自身が望み…動き…すること

再度…点検してください。そしてご自分

の中に…入らず 人の気持を汲み 想像…

するだけの余裕を持ってください。人の

あなたに対する態度…すべて同じ…では

ないことに気づく…あなたの笑顔の数だ

け…人の幸せがあり それが又あなたに

帰ってくる…のですから 中には家族がら

みで 大変な一年が…の方もでも 大丈夫!

「 抱 一 」（いちをいだく）矢島 峰月 編著「福語墨場必携」日貿出版社

公
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が『21 年 1 月の 運 気
チャンスライン

』を霊視
よ む
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1 月生まれの方

全般* 「思い遣
や

る」…という言葉には…

上から見ている感じが

心を遣
つか

い 思いが 「至
いた

る・到
いた

る」事…

それが足りない…のでは…。

一目見た時 一瞬で 何か…を 感じること…

気づかないで…相手の言葉で知る…なんて…。

仕事の種類が何…で 結果が変わって来ます。

大好きいっぱい そんな言葉が

何の役に立つ…と言うのですか

思いは 言葉で伝えるもの…ではなく

その状態を一瞬にして見抜く事…

気を張ってない…鈍感な生き方そのもの

『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 何かが…変わるなら 変われるなら

今年こそ!の 思いを新たにして下さいね

ず～っと そう 思っている

思い続けている…ん ですよね

それでもうまく行かない…思いが続かない

その事に 心を配るべき…です。

何やかや…あっても…元気で いられるなら

一番 ありがたい事 そのことにも 気付く…のです

あなたに 家族がおありなら…

幸せは 一層深まるもの…ですよね

独身だとしても 幸せの予測が…

今年は…ある? 気配が…

頑張れ!

『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 新しい年…新しい生活…

新しい…ご自分…。それを手に入れるには…

理屈や しかめっ面…は ご法度
は っ と

…です

全てにま～るく 柔らかく 受け流せる努力 です

先ず 躰…です。柔らか～く 柔らか～く

そして続きで心も 柔らか～く

あなたの一番 大切なもの…大切な人…思い浮かべ

この後の人生を 今年を…将来を…考える

ご自分を変えていく算段を…どう生きるも…

あなたの人生…誰に遠慮もいらないのですが

生き方に 生まれて来た意味が!

『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 落とし…かけた「運気」辛うじて止
とど

め…ましたね

新しい年も…その感覚を忘れず…維持出来るように

いえ 維持…し続けて いてください

今 分からなくても きっといつか…

よかった!と思える日が来る…でしょう

あなたは…気づいているのかも…

でも 何かが…引っかかり嫌…なんでしょう

あなた らしくない…そんな小さな事に

囚
と ら

われていては…大成しないでしょうに。

新しい年に相応
ふ さ わ

しい 新しいあなた…で

生きて欲しい…ですね



『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* かけ声…ばかりの一年…でしたね

そんな思いや…気づきは…あなたにありますか

人生は講釈や…理屈で

解決したり成り立ったりしないのです。

ご自分の行いや 生き方に…

何かが存在し結果を連れてくるもの…です。

ず～っと何年も退歩の…まま…歳だけは

人並みに…ですか

幾つから大人…だと お思いでしょうか

年月過ぎれば一人前…なんて考え捨ててください

唯
わたくし

…と出逢っている。

神仏
か み

さまに申し訳ない年月ですよ



『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 5 月生まれと同じく…出逢っている

その事忘れて生きていては…

ご自分を…生かせていない人生になります。

新しい年を新しい出発に変えませんか

方向転換そう!運気の…です

そして生きゆく先を見つめ直す事…も です

ご自分の使命…に気づいて歩き直す…

又は しっかりと進む道…指し示して頂く…。

それぞれの生き方に合わせ 頂く「言葉」は違うはず

人生の残された時間 たっぷりでも…

少しでも 聴くこと…耳を傾ける場所へ GO!!



『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* さぁ新しい一年が…始まるのです

過ぎし一年…いかがでしたか…

芳
かんば

しくなかった方…大きな転換期…だった方…

人それぞれ…悲喜こもごも…。

それほど７月生まれの方は 個人差が生じ…

結果の違いを生んだ年です

過ごし方や 努力の積み重ね方

人として…心正しくあれと… 悔やまれる結果の方…

６ヶ月前 数年前のあなたの運気…生き様 です。

信じた道…指し示される通りが

神仏
か み

さまのご加護や運気の違いに…。

心改め生き直す覚悟を!



8 月生まれの方

全般* 今月…新しい年でも…言葉は同じ

体調管理…です あなた…だけじゃなく

家族全ての…です

新しい運気で 立ち向かう

ご自分の使命や仕事…すべてに対して

常に一番いい状態を維持し続けること

それが この不況に 打ち勝つ秘訣…かも

新しい年も…いえ 新たになる からこそ

積むのです「運気」…。そして一番大切なこと…

誰かの為…それを外すことない人生を…。

心の芯柱
しんばしら

を立てる 全てはそこに答があり

生き方の根本…でもある

『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 目を伏せたり…目をそらしても…

見られている…とは 感じない のですか

その程度のこと…で はぐらかせる様なものなら

「運気」に響くこともない…のでしょうが。

ご自分が発してきた言葉…ご自分の自信…

それが誤り…だと…感じても…

その結果から逃れることはムリ…でしょう。

神仏
か み

さまからの「答」は無い

あなたの（無い）運気から 支払う…のです。

答は…それ…です。

人間が出来ることなど 知れている…

その事を知れ!と

『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 毎月のこの「ガイド」…

何と読んでいるのですか…

ご自分に都合の良いように解釈して来た

一年でした。が この後も そうして

ご自分流に読み進み 解釈…して

新しい年を迎える…のですか

この出逢いは…神仏
か み

さまから…

あなたへの…メッセージ…

あなたに「変われ」と…。変わらなければ…

この人生は…無かったも同然…だと…。

でも…あなたは ご自分の都合…

心の向きを優先させて…います

新しい年は…その事に向き合う一年に…!

『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* あなたがやらねばならないこと…

手を差し伸べるべき事…から 目をそらし

いえ気づくこともなく…通り過ぎて来て

誰かの為…は あなたご自身の為…だったのに…

その事…が あなたを 大きな運気の渦に

巻き込んで呉れたかも…知れないのに

「見落とし…の一年」でした

いえ最近は…そうして見過ごさざるを得ない事情が ?…

周辺にある…の でしょう か

新しい年は…しっかりと目を見開いて…

誰かの為…力を貸す…を 心掛けるのです

『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 少しずつ…心の張り…取り戻して

「ご自分」を 生きていますか

新しい年に向けて ご自身が望み…動き…すること

再度…点検してください。

そしてご自分の中に…入らず 人の気持を汲み

想像…するだけの余裕を持ってください。

人の あなたに対する態度…

すべて同じ…では ないことに気づく…

あなたの笑顔の数だけ…人の幸せがあり

それが又あなたに帰ってくる…のですから

中には家族がらみで 大変な一年が…の方も

でも 大丈夫!

『平成 21 年 1 月の運 気
チャンスライン

』


