
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* 仕事も 夢の実現も 人との関わり

合いが あってこそ 実現する…出来る

事…だと思いませんか いつも伝えてい

ます 私達は一人で生きていけないので

す 他との関わりや 繋がりが大切だと

それを…いかに感じていても…人間は

つい…忘れて 自分本位に 陥
おちい

りやすい

もの…です。心のネジ 締め直し…人を

大切に想い それが出来る人…でありたい

もの…助けたり 助けられたりしながら

この人生を 過ごせれば…。それが目標!

全般 特別ななことは…望まない みんな

元気で…自分の 身の丈に合った 生き方

生活…を 送れればいい…そんな 心を…

大切にしていて下さい。決して一発勝負

…など という事を 考えないで…下さい

ご自分の足元にある 小さな幸せ…見つけ

られる…心優しき思いを…持ち続けて…

暮らせる生活…ステキですよね そう!!

守れる 続けられる の…ですよ あなた

なら…。それを忘れずに 日々…精進です

あなたを生かす事!! それにつきるのです

全般* 心…枯れて いませんか 誰かの為

が…消えています 心優しきあなた…が

霞
かす

んでいます 人の事…どころではない…

状態…ですか。３月生まれの方の中には

常に ご自分…しかない方…誰彼なく愚痴

だらけの語りを…止
とど

まることなく…人に

浴
あ

びせる様に話かけ…嫌われていること

に気づかず…です。又 その癖が…出て来

ているのです…が まだ…その穴からその

淵から…抜けられなくて…運気に支障が

起きているのに…ここ何ヶ月か…ですよ

全般* 誰かに何かを 指摘され…何気なく

言いくるめ 何気なく通り過ぎ…何の気も

つかず 済ましていたこと…来たこと…が

大きな支障に…。「運気」とは そんな事

にすら影響を受ける…繊細なもの…だと

気づいてほしい…です。女性でも…少々

男気のある…方が 多い４月生まれですが

ましてや男性に至っては 心の広い太っ腹

な?方も…でも ご自分の特性を生かして

人生を渡っているか…と問われたら「?」

ですよね ご自分が…生かされていない!?

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 少し…何かがズレ…を 起こして

ご自分の中の…自己主張が…我が…進歩

に影響…でしょうか。決定して…でも…

又 迷う その事の 繰り返しの中で何か

が 壊れていく…の でしょう あなたの

心の「アンテナ」は…稼働していますか

今 この時期…こんな世の中で…何を信

じて進んでいくのか…と 問われたなら

あなたの心は…的確な答えに導く為の…

道…指し示せますか 持っていますか…

慢心の二文字は…答に繋がらないのです

全般* 何かのキッカケで ご自分の人生の

曲がり角…見つけられる時…でしょうか

この後…変化の時まで 少し 間
あいだ

がある

今までの人生…運気…は 無借金でしたか

大事な運気の変わり目を…乗り切り飛躍

に繋
つな

げるには…運気の前借りがない…事

それが条件…でしょう。頑張っても頑張

り切れない時もありますが 大きな「欲」

を 持つ…こと それが大切です 目の前の

小さな幸せを大切にしながら…人生最後

の集大成に…こそ「大欲」で…締め括る!

全般* あぁ～人生にはミラクルなことが

本当に起こるんだ…なんて体験…させて

戴いた幸せな方…。自分に拘
こだわ

り自分し

か見えなくて…それが自分を見失う事に

繋がり心や躰が不安定になり…その上に

不意を 突こうと 気配を消し じっと隙を

うかがう厄災…「慢心」という「魔」に

取り憑かれることに…そして 焦りから…

居たたまれず次の手を考え…行動に移す

それが 又 自分を地獄へと…ひからびて

いく心に 生命
いのち

の水…必要 分かりますか

全般* 小休止…できましたか そのまま…

座り込んでいては 元の黙阿弥 何の為の

日にち薬…余裕…だったの…ってことに

さぁ～少し体力つけて…走り込む準備…

柔軟体操…身体と心に…です これから

起きること…スピードを上げないと取り

残されてしまいます ご自分の運気も…

含めて…です。人によっては人生の最後

いえ まだまだ時間は たっぷりある…

のですが 最後…だと いう思いも込めて

走り込む…そんな志…忘れずに 頑張れ!!

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 言葉…ばっかり…に なっている

ご自分に 奮起の思いを込めて下さい。

何気なく過ごしている事に…心を砕く。

相手を見て…対応する…まともに向き合

えば向き合うほど…相手の中に…ご自分

が…見えてくる 投げ出された言葉や…

仕草の中に…嫌な見たくない自分の姿…

関わらないこと…それが一番の解決方法

だと…。もっともっと見つめなければ…

ならない方…事…あるはず…です。目標

目的 人生の集大成に繋がる想い大切に

全般 今 ぬるぬる…と 生きていけても

その日 その日 が 過ごせているから

いい…のではないのです。厳しい人生…

いつもご自分を甘やかせて…いて 何を

不平不満…ですか…天罰が当たらない事

いいことに…して 。日々…大変なんです

そんな 悲鳴は神さまに届く訳ないのです

あなたの悲鳴…など カラスの鳴き声にも

劣ると…良い笑顔…忘れていては仕事…

にも 運気にも…差し障りが 出てくる…

でしょう これ以上落とさない…工夫です

全般* 人類は 偶然と経験と智慧と工夫

とで これだけのもの…この地球にある…

今 私たちが便利に快適に暮らせる諸々

のもの…作り出したのです…で 幸せ?で

しょうか 生きとし生きるもの すべてに

あわれみの心を注いだ…根源に立ち返る

そんな心を取り戻して…戴きたいのです

そう この月生まれの方にも…社会の中

で ご自分しか見えなくて毎日あくせく…

暮らしている もう いいの…では…と

何か大切な物・事 顧みる を 忘れない

全般* 何事もなく 無事に通り過ぎれば

それで すべてよし…でしょうか「夢」

を 見るからこそ 何かに向かって進める

あなたの 未来…もし…明日で終わっても

今 始まった ばかりでも それぞれに…

それぞれが ある思いを馳せて 嬉しい…

とか 悲しいとか 心の振り幅を大きく

出来るだけ大きく保って…いましょうよ

「夢」を持つ…「夢」を見る それは…

何かに 向かって 進むこと あなたの未来

に 花一輪 咲かせる「夢」抱きましょう

幸せだから 笑うのではなく 笑うから幸せになる のです

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『21 年６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* 仕事も 夢の実現も 人との関わり合いが

あってこそ 実現する…出来る事…だと思いませんか

いつも伝えています

私達は一人で生きていけないのです

他との関わりや 繋がりが大切だと

それを…いかに感じていても…

人間は つい…忘れて 自分本位に

陥
おちい

りやすいもの…です。

心のネジ 締め直し…人を大切に想い

それが出来る人…でありたいもの…

助けたり 助けられたりしながら

この人生を 過ごせれば…。

それが目標!

『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 特別ななことは…望まない

みんな元気で…自分の 身の丈に合った

生き方生活…を 送れればいい…

そんな 心を…大切にしていて下さい。

決して一発勝負…など という事を

考えないで…下さい

ご自分の足元にある

小さな幸せ…見つけられる…

心優しき思いを…持ち続けて…

暮らせる生活…ステキですよね そう!!

守れる 続けられる の…ですよ あなたなら…。

それを忘れずに 日々…精進です

あなたを生かす事!! それにつきるのです

『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 心…枯れて いませんか

誰かの為が…消えています

心優しきあなた…が 霞
かす

んでいます

人の事…どころではない…状態…ですか。

３月生まれの方の中には

常に ご自分…しかない方…

誰彼なく愚痴だらけの語りを…止
とど

まることなく…

人に浴
あ

びせる様に話かけ…

嫌われていることに気づかず…です。

又 その癖が…出て来ているのです…が

まだ…その穴からその淵から…抜けられなくて…

運気に支障が起きているのに…

ここ何ヶ月か…ですよ

『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 誰かに何かを 指摘され…

何気なく言いくるめ 何気なく通り過ぎ…

何の気もつかず 済ましていたこと…

来たこと…が大きな支障に…。

「運気」とは そんな事にすら影響を受ける…

繊細なもの…だと気づいてほしい…です。

女性でも…少々男気のある…方が 多い

４月生まれですが

ましてや男性に至っては

心の広い太っ腹な?方も…

でも ご自分の特性を生かして

人生を渡っているか…と問われたら「?」ですよね

ご自分が…生かされていない!?



『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 少し…何かがズレ…を 起こして

ご自分の中の…自己主張が…我が…

進歩に影響…でしょうか。

決定して…でも…又 迷う その事の 繰り返しの中で

何かが 壊れていく…の でしょう

あなたの心の「アンテナ」は…稼働していますか

今 この時期…こんな世の中で…

何を信じて進んでいくのか…と 問われたなら

あなたの心は…的確な答えに導く為の…道…

指し示せますか 持っていますか…

慢心の二文字は…答に繋がらないのです



『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 何かのキッカケで ご自分の人生の 曲がり角…

見つけられる時…でしょうか

この後…変化の時まで 少し間
あいだ

がある

今までの人生…運気…は 無借金でしたか

大事な運気の変わり目を…乗り切り

飛躍に繋
つな

げるには…運気の前借りがない…事

それが条件…でしょう。

頑張っても頑張り切れない時もありますが

大きな「欲」を 持つ…こと それが大切です

目の前の小さな幸せを大切にしながら…

人生最後の集大成に…こそ「大欲」で…締め括る!



『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* あぁ～人生にはミラクルなことが

本当に起こるんだ…

なんて体験…させて戴いた幸せな方…。

自分に拘
こだわ

り自分しか見えなくて…

それが自分を見失う事に繋がり

心や躰が不安定になり…

その上に不意を 突こうと 気配を消し

じっと隙をうかがう厄災…

「慢心」という「魔」に取り憑かれることに…

そして 焦りから…居たたまれず

次の手を考え…行動に移す

それが 又 自分を地獄へと…

ひからびていく心に 生命
い の ち

の水…必要

分かりますか



8 月生まれの方

全般* 小休止…できましたか

そのまま…座り込んでいては 元の黙阿弥

何の為の日にち薬…

余裕…だったの…ってことに

さぁ～少し体力つけて…走り込む準備…

柔軟体操…身体と心に…です

これから起きること…スピードを上げないと

取り残されてしまいます

ご自分の運気も…含めて…です。

人によっては人生の最後

いえ まだまだ時間は たっぷりある…のですが

最後…だと いう思いも込めて走り込む…

そんな志…忘れずに 頑張れ!!

『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 言葉…ばっかり…に なっているご自分に

奮起の思いを込めて下さい。

何気なく過ごしている事に…心を砕く。

相手を見て…対応する…

まともに向き合えば向き合うほど…

相手の中に…ご自分が…見えてくる

投げ出された言葉や…仕草の中に…

嫌な見たくない自分の姿…関わらないこと…

それが一番の解決方法だと…。

もっともっと見つめなければ…ならない方…事…

あるはず…です。

目標目的 人生の集大成に繋がる想い大切に

『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 今 ぬるぬる…と 生きていけても

その日 その日 が 過ごせているから

いい…のではないのです。

厳しい人生…いつもご自分を甘やかせて…いて

何を不平不満…ですか…

天罰が当たらない事いいことに…して 。

日々…大変なんです

そんな 悲鳴は神さまに届く訳ないのです

あなたの悲鳴…など カラスの鳴き声にも劣ると…

良い笑顔…忘れていては

仕事…にも 運気にも…差し障りが 出てくる…でしょう

これ以上落とさない…工夫です

『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 人類は 偶然と経験と智慧と工夫とで

これだけのもの…この地球にある…今

私たちが便利に快適に暮らせる

諸々のもの…作り出したのです…で 幸せ?でしょうか

生きとし生きるもの

すべてにあわれみの心を注いだ…根源に立ち返る

そんな心を取り戻して…戴きたいのです

そう この月生まれの方にも…社会の中で

ご自分しか見えなくて

毎日あくせく…暮らしている

もう いいの…では…と

何か大切な物・事 顧みる を 忘れない

『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 何事もなく 無事に通り過ぎれば

それで すべてよし…でしょうか

「夢」を 見るからこそ 何かに向かって進める

あなたの 未来…

もし…明日で終わっても今 始まった ばかりでも

それぞれに…それぞれが ある思いを馳せて

嬉しい…とか 悲しいとか 心の振り幅を

大きく出来るだけ大きく保って…いましょうよ

「夢」を持つ…「夢」を見る

それは…何かに 向かって 進むこと

あなたの未来に 花一輪 咲かせる

「夢」抱きましょう

『平成 21 年６月の運 気
チャンスライン

』
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