
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* 普通…って 難しいですか 決心

しなければ 出来ない 様な…事じゃない

でしょう。良い習慣をつくる…だけ と

考えたら…それを 繰り返せるか どうか

だけ しっかりと 身体に覚え込ませる

実行…です。履物は必ず揃える 人様の

物も もちろん ご自分の物も…。朝夕の

挨拶…相手の目を見て…大きな声で…

そうです 笑顔…です 一点の曇りもない

笑顔です それが心に繋
つな

がります 心も

一点の曇りもなく 澄み渡る…のです!!

全般 にこやかに…賑やかに…ご自分の心

を 引き立てて 引き上げて…「陽気」と

いう…氣を呼ぶ のです。疲れていても…

バテていても…朝は早起き…お日さまの

光をしっかり浴びて…ご自分の「運気」

入れ替える…という作業 続けて下さい

このままでもいい…という人は そのまま

で…大きな望みやしあわせ…掴
つか

みたい人

は…いろんな事への…覚悟と…行動を…

ご自分の運気はご自分しか動かせない…

そしてその力も…あなたにある…出来る!

全般* 何も変えたくない? 変わりたくな

い…そのまま その場所で一番安全な牌
ぱい

…

手にして 座っていたい…のですね 少し

だけ…ホンの少しだけ 動いて 動かして

みよう…と 思ったけれど…それも腰砕
くだ

け

何事も中途半端…な 心 それが あなた

そして ご自分の未来…に 繋
つな

がる のです

それすら かまわない…の ですね 人生の

最後で 歯軋
はぎし

り噛む…事も 厭
いと

わない…の

なら。人間の能力に限界はないでしょう

が 時期や 期限は ある…外れない様に!

全般* 何か…落とした? 見過ごした 事を

気づいていて…でも…無言…で いる…の

ですか 気づかずなら…少々怖い 小さな

油断は 大きな…いえ 同じ小さな失敗へ

と 繋
つな

がるのでしょう 人によっては何事

もなく 通り過ぎられる方も…。人生は…

気づく 気づかない…という程度の事でも

先に行けば とてつもなく大きな誤りに…

なる 事も 積み重ね 繰り返し を 無意識

に続けていることも運気へと繋がるのな

ら それがたとえ一秒でも 油断大敵へと!

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* いつも いつも ちゃんと目の前の

事と 向き合って生きていれば少々の事

が起きても大丈夫…なんですが あなた

に それが出来ている‥という自信は…

ありますか 物事の上
うわ

っ面
つら

だけ…見て…

すべてが見えた 知ったつもり…だった

なら…そんな事 重ねている人生なら…

この先…何が待っているのか分からない

のに…大丈夫…とは 言って貰えない…

ので 努力で乗り切れる? そんな安直
あんちょく

な人生でもない はずだと お分かり…?!

全般* 気持…緩
ゆる

んで…いませんか 何か…

掴
つか

めていない 感じ です 頑張っていた

のに どこかで 少々 尻切れトンボ状態…

ですね どうして何事も初めの勢いのまま

続けられない…のですか 心の中の張り

何が原因で萎
しぼ

む…のでしょう 何に迷い

何に心を囚
とら

われて…しまうのでしょうか

ご自分の 胸に 望み…夢…など抱
いだ

けてい

ないのですか 見えないもの 見つめる…

そんな想い…あなたの心から欠落してい

るのなら 立ち止まる…も 解決方法に…!

全般* ご自分を変える…のには 勇気が…

いる ものです それも生き方のすべてを

根底から変える 様な そんな変化を 神仏
か み

さまが 今 望まれているのなら…大きな

勇気…それは思いも寄らない凄い智慧に

変わる…「いのちの学習」…なのかも…

でも…あなたに…あなたが…ご自分が…

それぞれの…各個人の確執
かくしつ

…が…大きく

邪魔をして 又々自らの迷い道…罪深い方

も…どれだけ ご自分を吹っ切っての変化

遂
と

げられるか…そのまま潰
つぶ

れる…方もある?!

全般* 頭の回転 頑固さが 少々の「卦
け

」

出ています。何に拘
こだわ

る…ただ単に 頑固

なだけなら…時間が解決してくれますが

心や頭が回らないのなら ちょっと小休止

して 余裕…という日にち薬…時間という

医者…必要な時でしょうか 心や躰が疲れ

軋
きし

む音…聞こえて来る前に手当でしょう

まだまだ たっぷり時間はあるのですから

ゆっくり のんびり と 過ごして本当の…

意味の充実…考えながら 又 一踏ん張り

頑張ればいいの…ですから 小休止の時期

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* しっかりしている 様で 少々…

トンチンカン…大事な時…機転が利かな

いって事は有事には役に立たない…こと

になるのです。人生は「普段・普通」の

積み重ね…それが運気を大きく分ける…

有る意味大切な事を 心に落とし込んで

いないことにも繋がるのですよ 女性の

場合は…生命
いのち

を育む 守る…為 男性…

は もちろん大きな守りの力が…敵? に

立ち向かう…強さが そして平和を守る

ご自分…が…守護神…で有らねば…です

全般 行きつ 戻りつ…迷いに迷い…何事

も進んでいない…進歩 と 言う字を 心に

落とし込めていない…人生なのでしょう

「現世」でやらねばならぬ事 持ち越し

ては…この後 とても辛い人生に…。いい

のですか それでも 勝手に生きて…幸せ

掴めなくても…知ったことじゃない…と

腹を括
くく

っていらっしゃるのですか その

覚悟がお有りなら…何も言うことはあり

ません あなたの人生だから 間違った道

後戻りすれば戻れる?安直
あんちょく

に考えてる?!

全般* ずっと ず～っと気づかず過ごして

来た その事が 今 形となって 現れて…

来た方 良い意味でも 悪い意味でも…。

頑張っても 頑張り切れない時期
と き

も あり

ますが… 世の中の不条理…見えないもの

の 大きな力…何かを 感じる あなたの心

そのすべてに 答は 隠されていた…ので

しょう。何事にも積極的に対応 出来る方

なのに…。時間ですか お金?でしょうか

体力・知力?…すべてを含めて大丈夫!!…

なんですよ 拘りを捨てられれば…ですが

全般* ご自分にとって一番大切なもの・

事・忘れて 生きていませんか。 信じら

れる 出逢いがあり 心を委
ゆだ

ね 信じて生き

て来た…あなたにとっては人生の分岐点

その方に照準をあわせて…人生の指針と

して 今 がある 家族の事も含めて…です

同じ方
かた

を見つめ 同じ心を持って 語り合

える家族…の はず ですが 何か…自分達

の…目の前の ささやかな幸せにのみ…

終始し 心が外れていく…行っている事に

気づかず過ごしていれば…結果は見える?

「聖人は 未病を直す」貝原益軒の「養生訓」の言葉

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『21 年５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
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1 月生まれの方

全般* 普通…って 難しいですか

決心しなければ 出来ない 様な…

事じゃない でしょう。

良い習慣をつくる…だけ と考えたら…

それを 繰り返せるか どうかだけ

しっかりと 身体に覚え込ませる実行…です。

履物は必ず揃える 人様の物も

もちろん ご自分の物も…。

朝夕の挨拶…相手の目を見て…

大きな声で… そうです 笑顔…です

一点の曇りもない笑顔です

それが心に繋
つな

がります

心も一点の曇りもなく 澄み渡る…のです!!

『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 にこやかに…賑やかに…

ご自分の心を 引き立てて 引き上げて…

「陽気」という…氣を呼ぶ のです。

疲れていても…バテていても…

朝は早起き…お日さまの光をしっかり浴びて…

ご自分の「運気」入れ替える…という

作業 続けて下さい

このままでもいい…という人は そのままで…

大きな望みやしあわせ…掴
つか

みたい人は…

いろんな事への…覚悟と…行動を…

ご自分の運気はご自分しか動かせない…

そしてその力も…あなたにある…出来る!

『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 何も変えたくない? 変わりたくない…

そのまま その場所で一番安全な牌
ぱい

…手にして

座っていたい…のですね

少しだけ…ホンの少しだけ

動いて 動かしてみよう…と 思ったけれど…

それも腰砕
くだ

け何事も中途半端…な 心

それが あなた

そして ご自分の未来…に 繋
つな

がる のです

それすら かまわない…の ですね

人生の最後で 歯軋
は ぎ し

り噛む…事も

厭
いと

わない…のなら。

人間の能力に限界はないでしょうが

時期や 期限は ある…外れない様に!

『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 何か…落とした?

見過ごした 事を気づいていて…でも…

無言…で いる…のですか

気づかずなら…少々怖い

小さな油断は 大きな…

いえ 同じ小さな失敗へと 繋
つな

がるのでしょう

人によっては何事もなく 通り過ぎられる方も…。

人生は…気づく 気づかない…という程度の事でも

先に行けば とてつもなく大きな誤りに…なる

事も 積み重ね 繰り返し を

無意識に続けていることも

運気へと繋がるのなら

それがたとえ一秒でも 油断大敵へと!



『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* いつも いつも ちゃんと目の前の事と

向き合って生きていれば

少々の事が起きても大丈夫…なんですが

あなたに それが出来ている‥という

自信は…ありますか

物事の上
うわ

っ面
つら

だけ…見て…

すべてが見えた 知ったつもり…だったなら…

そんな事 重ねている人生なら…

この先…何が待っているのか分からないのに…

大丈夫…とは 言って貰えない…ので

努力で乗り切れる?

そんな安直
あんちょく

な人生でもない はずだと

お分かり…?!



『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 気持…緩
ゆる

んで…いませんか

何か…掴
つか

めていない 感じ です

頑張っていたのに どこかで

少々 尻切れトンボ状態…ですね

どうして何事も初めの勢いのまま

続けられない…のですか

心の中の張り 何が原因で萎
しぼ

む…のでしょう

何に迷い何に心を囚
と ら

われて…しまうのでしょうか

ご自分の 胸に 望み…夢…など

抱
いだ

けていないのですか

見えないもの 見つめる…そんな想い…

あなたの心から欠落しているのなら

立ち止まる…も 解決方法に…!



『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* ご自分を変える…のには

勇気が…いる ものです

それも生き方のすべてを根底から変える 様な

そんな変化を 神仏
か み

さまが

今 望まれているのなら…

大きな勇気…それは思いも寄らない

凄い智慧に変わる…

「いのちの学習」…なのかも…

でも…あなたに…あなたが…ご自分が…

それぞれの…各個人の確執
かくしつ

…が…

大きく邪魔をして 又々自らの迷い道…

罪深い方も…どれだけ ご自分を吹っ切っての変化

遂
と

げられるか…そのまま潰
つぶ

れる…方もある?!



8 月生まれの方

全般* 頭の回転 頑固さが

少々の「卦
け

」出ています。

何に拘
こだわ

る…ただ単に 頑固 なだけなら…

時間が解決してくれますが

心や頭が回らないのなら ちょっと小休止して

余裕…という日にち薬…

時間という医者…必要な時でしょうか

心や躰が疲れ軋
きし

む音…

聞こえて来る前に手当でしょう

まだまだ たっぷり時間はあるのですから

ゆっくり のんびり と 過ごして

本当の…意味の充実…考えながら

又 一踏ん張り頑張ればいいの…ですから

小休止の時期

『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* しっかりしている 様で 少々…トンチンカン…

大事な時…機転が利かないって事は

有事には役に立たない…ことになるのです。

人生は「普段・普通」の積み重ね…

それが運気を大きく分ける…

有る意味大切な事を

心に落とし込んでいないことにも繋がるのですよ

女性の場合は…生命
い の ち

を育む 守る…為

男性…は もちろん大きな守りの力が…

敵? に立ち向かう…強さが

そして平和を守る

ご自分…が…守護神…で有らねば…です

『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 行きつ 戻りつ…迷いに迷い…

何事も進んでいない…

進歩 と 言う字を 心に落とし込めていない…

人生なのでしょう

「現世」でやらねばならぬ事 持ち越しては…

この後 とても辛い人生に…。

いいのですか

それでも 勝手に生きて…

幸せ掴めなくても…知ったことじゃない…と

腹を括
く く

っていらっしゃるのですか

その覚悟がお有りなら…何も言うことはありません

あなたの人生だから 間違った道

後戻りすれば戻れる?

安直
あんちょく

に考えてる?!

『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* ずっと ず～っと気づかず過ごして来た

その事が 今 形となって 現れて…来た方

良い意味でも 悪い意味でも…。

頑張っても 頑張り切れない時期
と き

も ありますが…

世の中の不条理…

見えないもの の 大きな力…

何かを 感じる あなたの心

そのすべてに 答は 隠されていた…のでしょう。

何事にも積極的に対応 出来る方なのに…。

時間ですか お金?でしょうか

体力・知力?…すべてを含めて

大丈夫!!…なんですよ

拘りを捨てられれば…ですが

『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* ご自分にとって一番大切なもの・事・

忘れて 生きていませんか。

信じられる 出逢いがあり

心を委
ゆだ

ね 信じて生きて来た…

あなたにとっては人生の分岐点

その方に照準をあわせて…人生の指針として

今 がある 家族の事も含めて…です

同じ方
かた

を見つめ 同じ心を持って 語り合える

家族…の はず ですが

何か…自分達の…目の前の

ささやかな幸せにのみ… 終始し

心が外れていく…

行っている事に気づかず過ごしていれば…

結果は見える?

『平成 21 年 5 月の運 気
チャンスライン

』


