
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* 日々…気持の揺らぐ ご自分を…

感じていますか 昨日から今日…そして

明日へと…続く毎日…有り難いですね

何時かきっと…途切れる時…が 来るの

でしょう 心残りのない様に 大切に…と

考えたら どの一日も ムダに出来ぬこと

気づきます どなたにも 24時間…分け隔
へだ

て無く 時は刻まれて行くのです が 心

の 成長は 人それぞれ 様々…なのは…?

どう生きているの?かと…ちょッと立ち

止まり考えて見て…生き直し?図る時かも

全般 一家とか 家族は 一つの 塊
かたまり

ですが

ご自分だけ…はみ出す 外れる など…と

心とは裏腹な…結果になっていませんか

大切に思う…そのこと 伝えられていない

の でしょう ね それはあなたの 不徳の

致すところ…では。思いや考えは言葉や

行動にして表す…伝える…のです。どん

なに親密な…中でも分かっているはず…

は ないのです 心や想いは 言葉にして…

こそ 伝わり 相手の心に届く…ものです

心して…生き方の「点検
チェック

」をして下さい

全般* あいも変わらず…ですか 何故…心

が 行きつ戻りつ…するのでしょうね ご

自分の人生に大切な「夢」…描
えが

けていな

い…のでは 生まれて来た…意味よりも…

どう 生きるか…と いう大切なことから

背を向けていませんか…暮らしていく…

中で忘れてしまっている…のでしょうか

あなた…でなければ…あなたに…という

「使命」があるはず…何もないのに存在

はしないもの…だと 唯
わたくし

は 思います

感じて下さい 聴いて下さい 心澄ませて

全般* 少しでも 前に…そんな思いを込め

て 生きること出来たなら…変われると…

思っておられる? のに…変化は と お尋

ねしたい…何故 と ご自分の心に問う…

あなたに はっきりとした答を…神仏
か み

さま

が 下
くだ

されたなら…迷わないのに…迷う事

なく進めるのに…と 唯
わたくし

は 願います

祈ります どうぞ 心 正しく 日々が過ご

せますように…ご自分の 使命に 気づき

精進されることも…今 その「場」から

の脱出を…運気の転換を…。期待しましょう

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* いろいろ考え 振り返り しながら

反省も…しながら 過ごせている と。

それで 終われたなら…簡単 ですよね

ご自分の感受性は象の皮膚の様に 鈍
にぶ

く

なっていませんか 気力も体力も今イチ

少々…衰えを感じて…気持軽く…はムリ

でしょうが この後 きっと何かが動き

出す 気配…? 乗り遅れたり 取り残され

たり…しない様に 流れを 変える為の…

努力を 最低限でも して下さい 運気…

積めていない方は 特に…頑張らねば!!

全般* 生きている…ということは 全ての

ことが繋
つな

がりながら存在していること…

そして 自分の 思い通りにならない事も

含めて全てを受け入れること 自分…と

は違う まったく別の存在があり…それも

人生の縮図
しゅくず

の中の一部分…として認める

容認する 柔らかい心…の ご自分を発見

出来ます。全ては 今 始まったばかり…

そう想い そう感じられれば…進む道は…

見えませんか? 委
ゆだ

ねられませんか 少し…

変われませんか もうすぐ…です 傍
そば

…に!

全般* 全てのことは 繋
つな

がり 結ばれ…て

います。何一つムダなく…大きな道へと

合流する…ことに…。定めの中にいる…

と 感じ…それに相応
ふさわ

しくあれ…という…

「伝言
メッセージ

」…を 聴ける 聞こえる あなた

でしょうか 今 この「場」に同席できる

生き方を…運気を…。全てはこれまでの

生き方を問われているのです 間に合う…

方も…あわない? 方 あるやも…。誰かの

為…それのみ が 「試練
レッスン

」だったのです

してやる…ではなく させて頂ける自分…

全般* 体調管理…手を抜かない…全ては

合掌…から 始まります。何もかも有り難

い のです この人生を頂けたのも…こう

して生きているのも…です 出逢いにも…

もちろん別れ…にも どれだけの心を込め

られるのか と 今 まさに 広がる道に…

つながる あなたでいて欲しい…と

伝言
メッセージ

でしょう 心澄まして 行く道 凝視

です 広がる運気…それへと 助走出来る

体力を望まれています 大きな交差点…が

目前…選ぶのはあなた…そして「運気」だけ

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…ほとばしる…

想いに あなたの「運気」は…あなたは

どう対処出来るのでしょう どう生きて

来たのかと問われています。神仏
か み

さまの

ご意向通り 任せ・委
ゆだ

ね・出来る素直さ

持ち合わせていますか 育てて来ました

か…。大河の流れに押しつぶされること

なく…それが たとえ 木
こ

っ葉
ぱ

の船…でも

しがみつき…必死で漕
こ

ぎ…人の為に席を

空ける覚悟は…出来ていますか この後

どんな展開にも変わらぬ覚悟 望まれます

全般 運命の分かれ道…。あなたの生き方

次第で プラスにも マイナスの道にも …

どう 止められても どう 諫
いさ

められても…

欲望に勝てないあなた…見えるのは地獄?

底の底まで落ちなければ…分からない…

とは 情けない 何のため 唯
わたくし

が存在する

のか 悲しくなります 神仏
か み

さまの声聞こ

えない…所まで落ちたなら…もう助けら

れないのですよ。プラスのあなた…そう

今世での「使命」よく気がつきましたね

厳
きび

しい「試練
レッスン

」ですが 大丈夫!!ですよ!

全般* 何月生まれでも…全ての答は同じ

今月…ご自分が挑戦するべき「試練
レッスン

」は

常に目の前のこと…ただひたすら大切に

過ごしていれば「大変」は ない のです

ご自分に拘
こだわ

り・忙しさに紛
まぎ

れ…又は読

み間違い で 出来ていない事 気づかない

こと 多すぎると…勝負時
どき

に 力が発揮出

来ないのです ただ それだけ…。世界的

にも…大変な現状に 乗り切れるか 漂
ただよ

え

るか…は…ご自分の運気次第だとお分か

りですよね 答はこの後の展開にあります

全般* この月生まれの方も 運命の分かれ

道…ほどの違いはないのですが プラス・

マイナスの何かしら少し 運気の廻り方…

に 違いを感じます。心に少々の 何か…

拘
こだわ

りが生まれても…軽く流せたり 追求

せずに…見送ったりと…。迷いは迷いと

して…捨て置ける方…。と 入り込まなく

ていいのに…ご自分の心の拘
こだわ

りや 人と

の軋轢
あつれき

に…引き込まれやすく…常に悩み

葛藤
かっとう

を繰り返す…それが 良い結果には

繋
つな

がらないの…です 吹っ切って下さい

人の幸せ(望み…)は四つ「愛され 褒
ほ

められ 役に立ち 必要とされること」

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『21 年 3 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* 日々…気持の揺らぐ ご自分を…

感じていますか 昨日から今日…

そして明日へと…続く毎日…

有り難いですね

何時かきっと…途切れる時…が 来るのでしょう

心残りのない様に 大切に…と考えたら

どの一日も ムダに出来ぬこと気づきます

どなたにも 24 時間…分け隔
へだ

て無く

時は刻まれて行くのです が

心の 成長は 人それぞれ 様々…なのは…?

どう生きているの?かと…

ちょッと立ち止まり考えて見て…

生き直し?図る時かも

『平成 21 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 一家とか 家族は 一つの 塊
かたまり

ですが

ご自分だけ…はみ出す 外れる など…と

心とは裏腹な…結果になっていませんか

大切に思う…そのこと

伝えられていないの でしょう ね

それはあなたの 不徳の致すところ…では。

思いや考えは言葉や行動にして

表す…伝える…のです。

どんなに親密な…中でも

分かっているはず…は ないのです

心や想いは 言葉にして…こそ 伝わり

相手の心に届く…ものです

心して…生き方の「点検
チェック

」をして下さい

『平成 21 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* あいも変わらず…ですか

何故…心が 行きつ戻りつ…するのでしょうね

ご自分の人生に大切な「夢」…

描
えが

けていない…のでは

生まれて来た…意味よりも…

どう 生きるか…と いう大切なことから

背を向けていませんか…

暮らしていく…中で

忘れてしまっている…のでしょうか

あなた…でなければ…あなたに…という

「使命」があるはず…

何もないのに存在はしないもの…だと

唯
わたくし

は 思います

感じて下さい 聴いて下さい 心澄ませて

『平成 21 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 少しでも 前に…そんな思いを込めて

生きること出来たなら…

変われると…思っておられる? のに…

変化は と お尋ねしたい…何故 と

ご自分の心に問う…

あなたに はっきりとした答を…

神仏
か み

さまが 下
くだ

されたなら…迷わないのに…

迷う事なく進めるのに…と

唯
わたくし

は 願います 祈ります

どうぞ 心 正しく 日々が過ごせますように…

ご自分の 使命に 気づき精進されることも…

今 その「場」からの脱出を…

運気の転換を…。期待 しましょう



『平成 21 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* いろいろ考え 振り返り しながら

反省も…しながら 過ごせている と。

それで 終われたなら…簡単 ですよね

ご自分の感受性は象の皮膚の様に

鈍
にぶ

くなっていませんか

気力も体力も今イチ

少々…衰えを感じて…気持軽く…はムリでしょうが

この後 きっと何かが動き出す 気配…?

乗り遅れたり 取り残されたり…しない様に

流れを 変える為の…努力を

最低限でも して下さい

運気…積めていない方は

特に…頑張らねば!!



『平成 21 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 生きている…ということは

全てのことが繋
つな

がりながら存在していること…

そして 自分の 思い通りにならない事も含めて

全てを受け入れること

自分…とは違う まったく別の存在があり…

それも人生の縮図
しゅくず

の中の

一部分…として認める容認する

柔らかい心…の ご自分を発見出来ます。

全ては 今 始まったばかり…

そう想い そう感じられれば…

進む道は…見えませんか?

委
ゆだ

ねられませんか 少し…変われませんか

もうすぐ…です 傍
そば

…に!



『平成 21 年 3 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 全てのことは 繋
つな

がり 結ばれ…ています。

何一つムダなく…大きな道へと合流する…ことに…。

定めの中にいる…と 感じ…

それに相応
ふ さ わ

しくあれ…という…「伝言
メッセージ

」…を

聴ける 聞こえる あなたでしょうか

今 この「場」に同席できる

生き方を…運気を…。

全てはこれまでの生き方を問われているのです

間に合う…方も…あわない? 方 あるやも…。

誰かの為…

それのみ が 「試練
レッスン

」だったのです

してやる…ではなく させて頂ける自分…



8 月生まれの方

全般* 体調管理…手を抜かない…

全ては合掌…から 始まります。

何もかも有り難い のです

この人生を頂けたのも…

こうして生きているのも…です

出逢いにも…もちろん別れ…にも

どれだけの心を込められるのか と

今 まさに 広がる道に…つながる

あなたでいて欲しい…と

伝言
メッセージ

でしょう 心澄まして 行く道 凝視です

広がる運気…

それへと 助走出来る 体力を望まれています

大きな交差点…が目前…

選ぶのはあなた…

そして「運気」だけ

『平成 21 年 3 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…

ほとばしる…想いに あなたの「運気」は…

あなたはどう対処出来るのでしょう

どう生きて来たのかと問われています。

神仏
か み

さまのご意向通り 任せ・委
ゆだ

ね・出来る素直さ

持ち合わせていますか 育てて来ましたか…。

大河の流れに押しつぶされることなく…

それが たとえ 木
こ

っ葉
ぱ

の船…でも

しがみつき…必死で漕
こ

ぎ…

人の為に席を空ける覚悟は…出来ていますか

この後どんな展開にも

変わらぬ覚悟 望まれます

『平成 21 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 運命の分かれ道…。あなたの生き方次第で

プラスにも マイナスの道にも …

どう 止められても どう 諫
いさ

められても…

欲望に勝てないあなた…

見えるのは地獄?

底の底まで落ちなければ…分からない…とは

情けない 何のため 唯
わたくし

が存在するのか

悲しくなります

神仏
か み

さまの声聞こえない…

所まで落ちたなら…もう助けられないのですよ。

プラスのあなた…

そう今世での「使命」よく気がつきましたね

厳
きび

しい「試練
レッスン

」ですが 大丈夫!!ですよ!

『平成 21 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 何月生まれでも…全ての答は同じ

今月…ご自分が挑戦するべき「試練
レッスン

」は

常に目の前のこと…

ただひたすら大切に過ごしていれば

「大変」は ない のです

ご自分に拘
こだわ

り・忙しさに紛
まぎ

れ…

又は読み間違い で 出来ていない事

気づかないこと 多すぎると…

勝負時
どき

に 力が発揮出来ないのです

ただ それだけ…。

世界的にも…大変な現状に 乗り切れるか

漂
ただよ

えるか…は…ご自分の運気次第だと

お分かりですよね

答はこの後の展開にあります

『平成 21 年 3 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* この月生まれの方も

運命の分かれ道…ほどの違いはないのですが

プラス・マイナスの何かしら少し 運気の廻り方…に

違いを感じます。

心に少々の 何か…拘
こだわ

りが生まれても…

軽く流せたり 追求せずに…見送ったりと…。

迷いは迷いとして…捨て置ける方…。と

入り込まなくていいのに…

ご自分の心の拘
こだわ

りや

人との軋轢
あつれき

に…引き込まれやすく…

常に悩み葛藤
かっと う

を繰り返す…

それが 良い結果には繋
つな

がらないの…です

吹っ切って下さい

『平成 21 年 3 月の運 気
チャンスライン

』


