
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* 何ごとも 自分は「出来ている」

「やれている」… その自負心 それが

慢心を呼ぶ…のです 優れた能力があり

気配
きくば

り…心配
こころくば

りが 万全な人間 でも…

ましてや 自分
わたし

は…? との…問いかけを

能力や 気づき…だけで 物事が成立…

したりしない事…心に期す。誰かに…

声…頂けたり 聞こえたり それはきっと

「機会
チャンス

」…「気づきの機会
チャンス

」を…頂け

たのだと 真摯
しんし

に受け止められること…

それが 人間の幅や 余裕にそして運気に

全般 体調を整えて…下さい 忙しさに…

振り回されて…心や躰のリズム…乱さな

いように…忙しさの そのリズムを 心や

躰に叩き込む…のです 余裕…というのは

ご自分から 作り出す…ある意味「運気」

に 似ています それが出来て…そこから

始まる…何か…それが 今年の課題?かも

やるべき事 いっぱい…それはどなたの

人生でも 同じなのですが ここ一番の…

踏ん張りどころ…を 外
はず

さないためにも…

寒さに打ち勝つためにも…春を迎え撃つ!

全般* 「試練
レッスン

」は 耐えるためにある…の

ではなく それを利用して人生の方向転換

を 計るため そして「機会
チャンス

」だと思える

強い心を育てるため…にあるのでしょう

このあと…どうなるのか…なんて先の事

憂
うれ

うより…今 目の前のことひとつ一つ

が大切なのです それを疎
おろそ

かにしていて

何が…「悩み」なもの ですか ご自分の

甘さ…に 気づいて下さい 世の中には…

もっと もっと 修羅
しゅら

に耐えている方も…

生っちょろい考えや 怠惰
たいだ

な心を…払拭
ふっしょく

全般* どうして…? 何で…? と 心が沈む

世の中が不景気だから…は 言い訳…です

ご自分の頑張りや努力 足りないわけじゃ

ないのに…ですよね 気づかない…いえ

しっかり気づいていて…知らんぷり…を

決め込んでも 神仏
か み

さまには……ですよね

そう あなたの 一番大切な 人・事…から

目を離す 手を離す その努力 です 一人

でも大丈夫…です 寂しさ…慣れっこじゃ

ないですか 寂しくない人間なんていな

いのです 委
ゆだ

ねるのです 見えますよね ?

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 何事もなく…無事に 日々が過ぎ

平和で退屈な? 毎日 です…その油断が

人生の落とし穴? に変わる…かも 自分

から「機会
チャンス

」をつくる努力が足りない

のでは「運気の波」動かなければ…動か

してやろう…じゃないか!って 位の…

気迫…勢い 必要です 平々凡々…が良い

何事もなく過ぎる日々を 楽しむのなら

それも人生…です が その分 少し退歩?

かも知れませんね あなたらしくあって

ほしい…と 思う 願う のは 私
ゆい

?だけ…

全般* 少し…真剣に 人生 考えてみませ

んか 生まれて来た…意味より…この後

どう生きるか…それが あなたへの課題…

何も考えられない 何も考えなくても…

日々は過ぎていきます 大切な時間なのに

無駄に 過ごしていて いいのでしょうか

あなたが やりたいこと…成りたいもの…

見えて いますか 本当のあなた…あなた

と いう原石を 見つめ 磨き して下さる

方に…出逢っていませんか 手を差し出せ

ば…届くのに…勇気 ですか 覚悟 ですか

全般* 日々の変化に ついていけてない…

のでは 体力・気力・能力・ いえ 落とし

ている 神仏
か み

さまから 外
はず

されている方

は大勢いらっしゃる様です…ここ一番の

踏ん張りに 耐えられるのは 蓄えて来た

ご自分の「運気」…です ツイてない の

じゃなく 追いつけていない…の です

大きな流れ…時流が変わる…そんな変化

に対応する 出来る ということは ご自分

の体制が整うこと…。普段の努力 そして

神仏
か み

の声を…真摯
しんし

に聞き 守り 暮らす事

全般* 体力・気力・を 落とさない事…今

何かが変わろうとしています。そして…

あなたの 手助けを必要としている方が…

そう…です 人生はあなた…だけの為に

あなた…が 存在するのではない…のです

人生の後半…に 入られた方…まだまだ先

の見えない方…年齢も性別も…いろいろ

ですが ホントの最後…それが 一番大事

なのです どう生き どう終われるのか…

その為に 今 なす事…為
な

すべき事を…

しっかりと見据えて…進む 暮らす…のです

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 目立ちたい…理解されたい…存在

の証明? それは誰にもある 密
ひそ

かな願望

でも…理解され 存在をアピール出来た

時 それで終わる? それだけなら 何の

意味もなさない…の です。人の心の…

優しさを感じ 言いたいこと 言う前に聞

く心を拡げる それがあなたの人生を変

える 変えられる「機会
チャンス

」です それが

大きな心 を 育てるのです ご自分を…

生かさなくて何の人生…ですか ご自分

が…見る夢…他人の願望…全て同じ道…

全般 少し…静か…ですね 何か考えが…

まとまらない…それとも忙しいのなら…

いいのですが ご自分の心を見つめる作業

手抜きせず 人生を探ることも…すべて

を含めて 今 大切な 時期に 入りつつ…

です しっかりと運気…積むこと かなり

落としていること お分かり? ですよね

人生…生き様
ざま

に…何の支障もなく過ごし

て来たなんて 自惚
うぬぼ

れていないでしょうね

支障…だらけ とまでは言いませんが 誰

にも 何らかの落ち度や欠点はある…心して

全般* 何か ぼーっとしたもの 感じます

気持?の高まりが少ない…低い のですか

新年から…いえ 今の時期かなりの頑張り

を 必要とされている…のに テンション

が低いのは頂けません あなたご自身の…

思いや 活躍が この後の発展に繋がるの

です その事心に秘めて 笑顔です 何事

も 笑顔から…始まる と 浮かない顔には

浮かない情報しか…入らないもの だと…

いろんな進歩…そして奇跡…が…生じて

います。その 同じ船に乗り遅れない様に

全般* 難しい…事・方・この月生まれに

は…いらっしゃいます。同じ…にはなら

なくても そして ご自分が一番好き…を

変えられなくても…「自分の穴」に入り

込まないこと…です 常に周りとの調和

ムリせず 向きを変えられたり 進めたり

が…大切だと…知ること…です 少しだけ

視点を変えるには 少し下がる…と 視野

が 広がり景色まで入る…もの ですよ…

寄せたらアップ…ご自分の心もしっかり

使い分け…出来なければ 人生に意味なし

言はざると 見ざる 聞かざる 世にはあり 思わざるをば いまだに見ぬかな

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『21 年 2 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* 何ごとも 自分は「出来ている」「やれている」…

その自負心 それが慢心を呼ぶ…のです

優れた能力があり 気配
き く ば

り…心配
こころくば

りが

万全な人間 でも…

ましてや 自分
わ た し

は…? との…問いかけを

能力や 気づき…だけで

物事が成立…したりしない事…心に期す。

誰かに… 声…頂けたり 聞こえたり

それはきっと「機会
チャンス

」…「気づきの機会
チャンス

」を…

頂けたのだと 真摯
し ん し

に受け止められること…

それが 人間の幅や 余裕にそして運気に

『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 体調を整えて…下さい

忙しさに…振り回されて…

心や躰のリズム…乱さないように…

忙しさの そのリズムを 心や躰に叩き込む…のです

余裕…というのは ご自分から 作り出す…

ある意味「運気」に 似ています

それが出来て…そこから始まる…何か…

それが 今年の課題?かも

やるべき事 いっぱい…それはどなたの人生でも

同じなのですが ここ一番の…踏ん張りどころ…を

外
はず

さないためにも…寒さに打ち勝つためにも…

春を迎え撃つ!

『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 「試練
レッスン

」は 耐えるためにある…のではなく

それを利用して人生の方向転換を 計るため

そして「機会
チャンス

」だと思える強い心を

育てるため…にあるのでしょう

このあと…どうなるのか…なんて先の事

憂
うれ

うより…今 目の前のことひとつ一つが大切なのです

それを疎
おろそ

かにしていて何が…「悩み」なもの ですか

ご自分の甘さ…に 気づいて下さい

世の中には…もっと もっと 修羅
し ゅ ら

に耐えている方も…

生っちょろい考えや 怠惰
た い だ

な心を…払拭
ふっしょく

『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* どうして…? 何で…? と 心が沈む

世の中が不景気だから…は 言い訳…です

ご自分の頑張りや努力

足りないわけじゃないのに…ですよね

気づかない…いえしっかり気づいていて…

知らんぷり…を決め込んでも

神仏
か み

さまには……ですよね

そう あなたの 一番大切な 人・事…から

目を離す 手を離す その努力 です

一人でも大丈夫…です

寂しさ…慣れっこじゃないですか

寂しくない人間なんていないのです

委
ゆだ

ねるのです 見えますよね ?



『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 何事もなく…無事に 日々が過ぎ

平和で退屈な? 毎日 です…

その油断が人生の落とし穴? に変わる…かも

自分から「機会
チャンス

」をつくる努力が足りないのでは

「運気の波」動かなければ…

動かしてやろう…じゃないか!って 位の…

気迫…勢い 必要です

平々凡々…が良い

何事もなく過ぎる日々を 楽しむのなら

それも人生…です が

その分 少し退歩? かも知れませんね

あなたらしくあってほしい…と

思う 願う のは 私
ゆい

?だけ…



『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 少し…真剣に 人生 考えてみませんか

生まれて来た…意味より…この後どう生きるか…

それが あなたへの課題…

何も考えられない 何も考えなくても…

日々は過ぎていきます

大切な時間なのに無駄に

過ごしていて いいのでしょうか

あなたが やりたいこと…成りたいもの…

見えて いますか

本当のあなた…あなたと いう原石を 見つめ

磨き して下さる方に…出逢っていませんか

手を差し出せば…届くのに…

勇気 ですか 覚悟 ですか



『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 日々の変化に ついていけてない…のでは

体力・気力・能力・ いえ 落としている

神仏
か み

さまから 外
はず

されている方は

大勢いらっしゃる様です…

ここ一番の踏ん張りに 耐えられるのは

蓄えて来たご自分の「運気」…です

ツイてない のじゃなく 追いつけていない…の です

大きな流れ…時流が変わる…

そんな変化に対応する 出来る ということは

ご自分の体制が整うこと…。

普段の努力 そして神仏
か み

の声を…

真摯
し ん し

に聞き 守り 暮らす事



8 月生まれの方

全般* 体力・気力・を 落とさない事…

今何かが変わろうとしています。

そして…あなたの 手助けを必要としている方が…

そう…です 人生はあなた…だけの為に

あなた…が 存在するのではない…のです

人生の後半…に 入られた方…

まだまだ先の見えない方…

年齢も性別も…いろいろですが

ホントの最後…それが 一番大事なのです

どう生き どう終われるのか…

その為に 今 なす事…為
な

すべき事を…

しっかりと見据えて…進む 暮らす…のです

『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 目立ちたい…理解されたい…

存在の証明? それは誰にもある 密
ひそ

かな願望

でも…理解され 存在をアピール出来た時

それで終わる? それだけなら

何の意味もなさない…の です。

人の心の…優しさを感じ 言いたいこと 言う前に

聞く心を拡げる それがあなたの人生を変える

変えられる「機会
チャンス

」です

それが 大きな心 を 育てるのです

ご自分を…生かさなくて何の人生…ですか

ご自分が…見る夢…他人の願望…全て同じ道…

『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 少し…静か…ですね

何か考えが…まとまらない…

それとも忙しいのなら…いいのですが

ご自分の心を見つめる作業手抜きせず

人生を探ることも…すべてを含めて

今 大切な 時期に 入りつつ…です

しっかりと運気…積むこと

かなり落としていること お分かり? ですよね

人生…生き様
ざま

に…何の支障もなく過ごして来たなんて

自惚
う ぬ ぼ

れていないでしょうね

支障…だらけ とまでは言いませんが

誰にも 何らかの落ち度や欠点はある…心して

『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 何か ぼーっとしたもの 感じます

気持?の高まりが少ない…低い のですか

新年から…いえ 今の時期かなりの頑張りを

必要とされている…のに

テンションが低いのは頂けません

あなたご自身の…思いや 活躍が

この後の発展に繋がるのです

その事心に秘めて 笑顔です

何事も 笑顔から…始まる と

浮かない顔には浮かない情報しか…

入らないもの だと…

いろんな進歩…そして奇跡…が…生じています。

その 同じ船に乗り遅れない様に

『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 難しい…事・方・この月生まれには…

いらっしゃいます。同じ…にはならなくても

そして ご自分が一番好き…を

変えられなくても…「自分の穴」に

入り込まないこと…です

常に周りとの調和ムリせず

向きを変えられたり 進めたりが…

大切だと…知ること…です

少しだけ視点を変えるには 少し下がる…と

視野が 広がり景色まで入る…もの ですよ…

寄せたらアップ…

ご自分の心もしっかり 使い分け…

出来なければ 人生に意味なし

『平成 21 年 2 月の運 気
チャンスライン

』


