
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* 何故? なぜ…そんなに ご自分に

入り込む…のですか 何事にも優柔不断

なのではなくて…ただ 頑固なだけ…で

は なぜ意固地になるのか なぜ涙が出る

のか ご自分が正しくて ご自分が一番

という 感謝を忘れた心…が あなたを

がんじがらめにしているのです 物事の

成り立ちや もののたとえが分からない

大人に成り切れていない…年齢に関係な

く…です。生きているだけでも有り難い

のに…あなたは 出逢えているのですよ!

全般 うじうじとした…性格に…別れを…

ためらいや 小さな決断をくり返してでも

進んでいく…のが人生なら 常に動的に…

決断の集積の上に心を遊ばせる余裕を…

大事な時…あなたの下している判断に…

陰りがないのなら ある種の運気が積めて

いる…と 思えます そのまま…ご自分を

高める…目を 耳を 心を 育てる工夫です

大切なもの・こと から 外れない 心を

外さない 信じる・信じ通す それが成功

へと あなたを導く近道…なのかも…です

全般* 気持…急
いそ

がしても 変わらない時は

変われない…のです ご自分の心の向き

方向を…読み間違えないで…定めた通り

を いかに貫
つらぬ

くか…でしょう 将来…へ

の展望 そして夢…は この先の生き方に

かかっている…と 常に心から外さない

未来は 今 そのままのあなた…の 姿 で

良いわけは ないのですから 幸せは…夢

ではない 望むまま…望み通り…あなた

の 今この一瞬 の 生き方に掛かっている

のです 大丈夫!! 心が 揺
ゆ

らがなければ

全般* 感情には 学習能力がない !?…の

でしょうか もしそうだとしたら…そう

確信する 唯
わたくし

の心が怖い 恐ろしい…の

です 頭の中で考える…机上論…ではなく

心が働く身体が 体験する・覚える を…

ご自分の感覚にして すべてを もう一度

練
ね

り直し…鍛
きた

え直し して 再度の挑戦…

を試
こころ

みる時…かも 大事な場面に遭遇
そうぐう

し

決断を強
し

いられること…あるやも…運気

の動きに…波が出ています 高波にさら

われない様に…しっかり掴
つか

まり…委
ゆだ

ねる

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 頑張っている・頑張れていない?

は 運気の積み方…で そして出逢いで…

でしょう 出逢っていても ご自分の中

の 信仰心…信じた分だけ…動いた分…

だけ しか 戻らない 戴けない 運気…

なのかも そんなもの…です 心の軽さ

や物事への対処の仕方…から 答は出る

人生とは ご自分のため そして他人の

ため 社会のために精進すること…それ

でこそ「神仏
か み

さま」のご加護とお導き…

が あります その上…感謝を 忘れない

全般* 先月のメッセージを…素直に受け

取られ ご自分の手で 掴まれた方…何事

もなく…通り過ぎた方…訳
わけ

分
わ

からん?の方

人それぞれ…の運気 その展開が明暗を…

分けることに…人生には すぐ答の出る

ことも 時間の掛かることも…いろいろ…

ですが 動きの早さも運の内…と 心して

掛かることです 人生に大切なことは素直

に すぐ実行…これに勝
まさ

る宝はないのです

心を広げ 心を伝え ごくごく普通に です

難しくて 簡単 何でもない事に 挑戦です

全般* どんどんと 大きく そして 楽しく

難しく…心の差は 広がり…離れ 乗り切

れ 取り残され…ということは 大いなる

変身が望まれる時…社会も 人も あなた

ご自身にも ずっと ず～っと 続いて…

いた 伝言
メッセージ

だった…のですが 読み取り

聴き取り出来ていない方…頑張って来た

意識を集中させられた方…感謝を忘れず

祈れた方…常に人のため…の方 さぁどう

でしよう どんどん難しくなりつつです

運気の分かれ道…そして 飛躍の時迎えます

全般* 今の年齢 今のご自分を大切に…

していれば…ご自分の世界が展開する時

が きっと見えます 感じます 感じられれ

ば飛躍も夢ではない…のです それまで

身を屈
かが

めて…待つ のです 冬を過ごし…

春の芽吹きを…匂いを 身体いっぱいに…

取り入れ 取り込み しながらの飛躍です

ご自分の目の前に展開する世界は 自分

の心と密接に関係している…ということ

も 認識していて下さい 引き続き体調の

管理…それは運気の管理へと 続きます

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 人は 変われます あなたが 想う

通り 願う通りに…です。そしてカッコ

よく…少々の背伸びも必要…ですが 今

この瞬間の その一瞬の 体験や辛さ…が

痛みが…血となり 肉となり 未来の夢へ

繋がり 描いた夢に…変わるのでしょう

ただ 同じ体験をしても 惰性で過ごせ

ば 間延びした人生…しか 待っていない

のでしょう 満足出来る人生をお望み…

なら ご自分を遊ばせない…ご自分を鍛

えるのは あなた自身 忘れないで下さい

全般 息を潜
ひそ

めて…何かを守ろうとしても

見えている…のでしょうね 神仏
か み

さまに

は 人間の浅はかな考えや忍耐のなさを…

嘲笑
あざわら

うかの様に…運気 というジャリ銭

投げ捨てて…逃げ出す人生に 終止符を…

ご自分だけの能力で 世の中渡っていく

ことなど 到底
とうてい

ムリだと…気づく心すら

亡くしてしまった…と いうのでしょうか

ご自分を高める 努力…早ければ早いほど

持ち直しも 早いものです 神仏
か み

さまの…

お心 消えない内に 手当を…気づいて!!

全般* 時代の変化…流れが変わる…こと

気づいて 追いついていなければ…取り残

されます 今「渦の中」…大きな流れの

意味…理解出来ていない?のでは 心を働

かせ 引き寄せ するだけの勢いはない?

の でしょうか この「ガイド」ご自分の

誕生月だけ…ではなく 他の月も すべて

が 意味のあるメッセージ…なんだと…は

お読みにならなければ…分からないはず

読んで見ようともしなければ…あなたの

頭はそれ位の堅さ 頑固さに通じるのです

全般* 大きな変化…です 何があっても

取り残されないように…心掛けていて…

下さい あなたが…あなたとして この

出逢いを感じていて下さるのなら ムダに

はしたくない事が 起こると心の範疇
はんちゅう

に

入っていれば 掴まえ 乗りこなしご自分

の運気にと…変換が可能なのですよ 気

づきの数だけ出逢いも(運気の…)機会
チャンス

もある

のです 頭で考えないで 心で感じていて

下さい さぁこの先あなたにも必要とさ

れ…お呼びがある…のかも…でしょうね

欲しいものを手に入れる確かな方法は、欲しいものに相応
ふ さ わ

しい人間になる努力をする事

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『21 年 4 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* 何故? なぜ…そんなに ご自分に

入り込む…のですか

何事にも優柔不断なのではなくて…

ただ 頑固なだけ…では なぜ意固地になるのか

なぜ涙が出るのか

ご自分が正しくて ご自分が一番という

感謝を忘れた心…が

あなたを がんじがらめにしているのです

物事の成り立ちや もののたとえが分からない

大人に成り切れていない…年齢に関係なく…です。

生きているだけでも有り難いのに…

あなたは 出逢えているのですよ!

『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 うじうじとした…性格に…別れを…

ためらいや 小さな決断をくり返してでも

進んでいく…のが人生なら

常に動的に…決断の集積の上に

心を遊ばせる余裕を…

大事な時…あなたの下している判断に…

陰りがないのなら

ある種の運気が積めている…と 思えます

そのまま…ご自分を高める…

目を 耳を 心を 育てる工夫です

大切なもの・こと から 外れない 心を外さない

信じる・信じ通す

それが成功へと あなたを導く

近道…なのかも…です

『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 気持…急
いそ

がしても 変わらない時は

変われない…のです

ご自分の心の向き方向を…読み間違えないで…

定めた通りを いかに貫
つらぬ

くか…でしょう

将来…への展望 そして夢…は

この先の生き方にかかっている…と

常に心から外さない

未来は 今 そのままのあなた…の 姿 で

良いわけは ないのですから

幸せは…夢ではない 望むまま…望み通り…

あなたの 今この一瞬 の 生き方に

掛かっているのです

大丈夫!! 心が 揺
ゆ

らがなければ

『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 感情には 学習能力がない !?…のでしょうか

もしそうだとしたら…そう確信する

唯
わたくし

の心が怖い 恐ろしい…のです

頭の中で考える…机上論…ではなく

心が働く身体が 体験する・覚える を…

ご自分の感覚にして

すべてを もう一度練
ね

り直し…鍛
きた

え直し して

再度の挑戦…を試
こころ

みる時…かも

大事な場面に遭遇
そ う ぐ う

し

決断を強
し

いられること…あるやも…

運気の動きに…波が出ています

高波にさらわれない様に…

しっかり掴
つか

まり…委
ゆだ

ねる



『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 頑張っている・頑張れていない?は

運気の積み方…で そして出逢いで…でしょう

出逢っていても ご自分の中の 信仰心…

信じた分だけ…動いた分…だけ しか 戻らない

戴けない 運気…なのかも そんなもの…です

心の軽さや物事への対処の仕方…から

答は出る人生とは ご自分のため

そして他人のため 社会のために精進すること…

それでこそ「神仏
か み

さま」のご加護とお導き…が あります

その上…感謝を 忘れない



『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 先月のメッセージを…素直に受け取られ

ご自分の手で 掴まれた方…

何事もなく…通り過ぎた方…

訳
わけ

分
わ

からん?の方 人それぞれ…の運気

その展開が明暗を…分けることに…

人生には すぐ答の出ることも 時間の掛かることも…

いろいろ…ですが 動きの早さも運の内…と

心して掛かることです

人生に大切なことは素直に すぐ実行…

これに勝
まさ

る宝はないのです

心を広げ 心を伝え ごくごく普通に です

難しくて 簡単 何でもない事に 挑戦です



『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* どんどんと 大きく

そして 楽しく難しく…心の差は 広がり…

離れ 乗り切れ 取り残され…ということは

大いなる変身が望まれる時…

社会も 人も あなた ご自身にも

ずっと ず～っと 続いて…いた

伝言
メッセージ

だった…のですが

読み取り聴き取り出来ていない方…

頑張って来た意識を集中させられた方…

感謝を忘れず祈れた方…

常に人のため…の方

さぁどうでしよう どんどん難しくなりつつです

運気の分かれ道…

そして 飛躍の時迎えます



8 月生まれの方

全般* 今の年齢 今のご自分を

大切に…していれば…

ご自分の世界が展開する時が

きっと見えます 感じます

感じられれば飛躍も夢ではない…のです

それまで身を屈
かが

めて…待つ のです

冬を過ごし…春の芽吹きを…匂いを

身体いっぱいに…取り入れ 取り込み

しながらの飛躍です

ご自分の目の前に展開する世界は

自分の心と密接に関係している…ということも

認識していて下さい

引き続き体調の管理…

それは運気の管理へと 続きます

『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 人は 変われます

あなたが 想う通り 願う通りに…です。

そしてカッコよく…少々の背伸びも必要…ですが

今この瞬間の その一瞬の 体験や辛さ…が

痛みが…血となり 肉となり 未来の夢へ繋がり

描いた夢に…変わるのでしょう

ただ 同じ体験をしても 惰性で過ごせば

間延びした人生…しか 待っていないのでしょう

満足出来る人生をお望み…なら

ご自分を遊ばせない…

ご自分を鍛えるのは あなた自身

忘れないで下さい

『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 息を潜
ひそ

めて…何かを守ろうとしても

見えている…のでしょうね

神仏
か み

さまには 人間の浅はかな考えや

忍耐のなさを…嘲 笑
あざわら

うかの様に…

運気 というジャリ銭投げ捨てて…

逃げ出す人生に 終止符を…

ご自分だけの能力で 世の中渡っていくことなど

到底
とうてい

ムリだと…気づく心すら

亡くしてしまった…と いうのでしょうか
 

ご自分を高める 努力…

早ければ早いほど持ち直しも 早いものです

神仏
か み

さまの…お心 消えない内に

手当を…気づいて!!

『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 時代の変化…流れが変わる…こと気づいて

追いついていなければ…取り残されます

今「渦の中」…大きな流れの意味…

理解出来ていない?のでは

心を働かせ 引き寄せ するだけの

勢いはない? の でしょうか

この「ガイド」ご自分の誕生月だけ…ではなく

他の月も すべてが

意味のあるメッセージ…なんだと…は

お読みにならなければ…分からないはず

読んで見ようともしなければ…

あなたの頭はそれ位の堅さ 頑固さに通じるのです

『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 大きな変化…です 何があっても

取り残されないように…心掛けていて…下さい

あなたが…あなたとして この出逢いを感じて

いて下さるのなら ムダにはしたくない事が

起こると心の範疇
はんちゅう

に入っていれば

掴まえ 乗りこなし

ご自分の運気にと…変換が可能なのですよ

気づきの数だけ出逢いも(運気の…)

機会
チャンス

もあるのです

頭で考えないで 心で感じていて下さい

さぁこの先あなたにも必要とされ…

お呼びがある…のかも…でしょうね

『平成 21 年 4 月の運 気
チャンスライン

』


