
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* 「小さな事をコツコツと積み重ね

ることが 大きな事を成し遂げるたった

ひとつの道」と 大記録を打ち立てた…

時の イチローさんの言葉…です。私た

ちの 普段の生活で 一番大切なこと端的

に言い表しておられます さすがと…。

すべての 小さな積み重ねが「未来
あした

」に

繋がるのでしたね ずっと伝え続けてき

たこと…再度 心に落とし込んで 普通に

何の気負いもなく…何気なく手が出る…

そんな あなたで…いて欲しいものです

全般 ご自分の人生で何が大切…なのか…

何に拘
こだわ

って…生きているのか…と再度

点検
チェック

…を そして「持ち続けるプライド

と捨てるプライドを分ける」こと…。勿

論捨てられないプライドも…あなたとし

てどんなに辛くても捨てずに持ち続ける

…「ご自分に負けない」プライドも…で

もその根底を流れているのが 一体何…と

顧みることを…人にはそれぞれ役割が…

あり 常に「誰かの為に生きる」が大きな

基準です 意地っ張りのプライドは捨てる

全般* 「あの頃の未来にぼくらは立って

いるのかなぁ…／すべてが思うほどうま

くはいかないみたいだ…」（夜空の向こう）

の歌詞…です。あの頃の「未来」は…

「今」そのもの…です ね そうして時は

流れ あなたが 私たちが いる…のです

時間は 延々と繋がって 過ぎていきます

私たちの「生命
いのち

」は…大きな流れの中の

ほんの一瞬…です でも…生まれて来た

そして生きた！のです 意味…なんて考

えるより 常に今… この 一瞬に 心を!

全般* 崩れる…とは こんなにも簡単に

と…。ご自分の 一番大切なもの…から

目を離すと 手を離すと そんな気持が…

なくても離れていく…ものでしょうか…

離さなければならないもの…取り違えて

いませんか ご自身の拘
こだわ

り…何事におい

ても ご自分が仕切る…意識がなくても

仕切っている…のです もちろん大切な

資質…ですが 人様のお世話が出来る‥

そのことはお仕事にも生きている筈です

誰かのため…は ご自分の為を忘れない

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 目配

めくば

りや 気配
きくば

り ご自分の人生に

対しても…です。ブログから 会報から

「ガイド」から…会員の方達の 生き方

から 目を離さない それがあなたを…

変える道 人生を変える そして救う道

そんな単純なことが…ご自分の日課に…

出来ていない方…への 伝言…ダメ出し

です。仕事に振り回され 家族に振り回

され ご自分の 頑
かたく

な心に閉じこもり

そんな生き方に終止符を 打ちましょう

ご自分の人生に責任を取れるのはあなただけ

全般* 先に得た 悦楽の代償を 苦痛で…

支払うとしたら…交換レートはどれ位?…

なんでしょうね 人生は振り返らずに…

進むだけじゃ 先に繋がる道の…入り口

は見つからない…のです。「ルーツ」…

は 回顧的な原点回帰ではなく…ご自分が

次に 向かうための 新たなルーツを探し

より一層の 幸せや生き甲斐を 感じ手に

する為…という 意味があるのです それ

こそが あなたを変える 一番の近道…

そして あなたの可能性が その先に 続く

全般* 人間は基本的に ご自分が正しいと

思っているので 人の意見を聞いている…

様で 実は 全てご自分のフィルターを通

して処理し…聞いていないのと 同じです

そうして道を誤り…奈落…でしょうか

そんな生き方を変える…には ご自分以外

の「何か」を 人との…相手との 間に

置くこと それが とても 重要…そして

大切なことです「何か」とは…お分かり

ですよね そう神仏
か み

さま…です 出逢いや

何かを感じる敏感な心…語る言葉 感性!!

全般* 「居心地の良さが志を低くする」

のんびり…ではないのに なぜかのんびり

心騒がすこと…無いわけじゃないのに…

もうひとつ乗れないご自分…気力・体力

充実…ですか ご自分の心や躰に痛み…

を 持つこと…は 神仏
か み

さまが下さった…

生きる証
あかし

です。ご自分がご自分らしく

納得のいく人生を送ること 月日はどん

どん過ぎていきます あせり…と言うの

は そんな時…生まれて来る…のです が

もう一歩踏み出して見て下さい 何かが…

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 閉塞状況とは…壁…があるのでは

なく ご自分を変えようとしないところ

から始まるのです。脳は五感と運動…と

いう入出力で「外に開かれて」いる…

いなければ ならないのです。あなたに

下
くだ

された 神仏
か み

さまからの「練習問題」

は 見渡せば…すぐ傍
そば

身近なところに

山ほど あるはず…そのことに…気づき

ませんか そばにあるものが かけがえの

ないものだと気づくことが大人になると

いうこと 幸せとは 心で噛みしめるもの

全般 青春の一時期は衝動に…似た…何か

を…抱
いだ

きがち…ですが 日常生活でも…

常に 何かイベントがないと 幸せの実感

がない 出来ない‥ 40～50歳になっても

お祭り騒ぎの日々に 憧れている様な

生き方は 考えもの…でしょう そんな

現実をもっと直視し…年齢と共に生き方

や 感動が…人生の根底を支えている…と

気づき始めるはず ですが? 何もない…

それが不幸…だと 思い込む…のではなく

心を 揺るやかに 解
ほどく

くそのことが大切…

全般* 人生がずっと続くと…思っている

年齢の方…40歳が キーワードに…です。

後…どれ位 何が出来る 優先順位は…

何を先に…どれから…少しずつご自分が

見えだした方…たとえば残された時間は

たっぷり…でも ご自分の人生の目標が…

夢が…無ければ それも致し方ない…の

です が 少し考え方の 方向転換を図れば

その先にあるもの…見えて来ませんか…

大切…の順位と同じように この世に…

何を残せるのか 何を残したいのか…をです

全般* 寿命とは「からっぽの器の中に…

せいいっぱい生きた一瞬一瞬を詰め込ん

でいく」イメージ…と 日野原 重明 医師

の 言葉…です。日々がより良く過ごせる

のは…健康であること それは 心も 躰も

です。何事にも「有り難い 勿体
もったい

ない」

「お陰さまで…」の感謝を忘れないこと

あなたの 心の向きが 変われば もっと

もっと 人生は楽しいものに 変わるはず

です。感動は…人から貰うもの。人が…

感動している姿を見て ご自分が感動する

『自慢は 智慧の 行き詰まり』

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『21 年７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* 「小さな事をコツコツと積み重ねることが

大きな事を成し遂げるたったひとつの道」と

大記録を打ち立てた…時の

イチローさんの言葉…です。

私たちの 普段の生活で 一番大切なこと

端的に言い表しておられます さすがと…。

すべての 小さな積み重ねが

「未来
あ し た

」に繋がるのでしたね

ずっと伝え続けてきたこと…

再度 心に落とし込んで

普通に何の気負いもなく…何気なく手が出る…

そんな あなたで…いて欲しいものです

『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般 ご自分の人生で何が大切…なのか…

何に拘
こだわ

って…生きているのか…と再度点検
チェック

…を

そして「持ち続けるプライドと捨てる

プライドを分ける」こと…。

勿論捨てられないプライドも…

あなたとしてどんなに辛くても捨てずに持ち続ける…

「ご自分に負けない」プライドも…

でもその根底を流れているのが 一体何…と

顧みることを…人にはそれぞれ役割が…あり

常に「誰かの為に生きる」が

大きな基準です

意地っ張りのプライドは捨てる

『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 「あの頃の未来にぼくらは

立っているのかなぁ…／すべてが思うほど

うまくはいかないみたいだ…」

（夜空の向こう）の歌詞…です。

あの頃の「未来」は… 「今」そのもの…です ね

そうして時は流れ あなたが 私たちが いる…のです

時間は 延々と繋がって 過ぎていきます

私たちの「生命
い の ち

」は…大きな流れの中の

ほんの一瞬…です

でも…生まれて来たそして生きた！のです

意味…なんて考えるより

常に今… この 一瞬に 心を!

『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 崩れる…とは こんなにも簡単にと…。

ご自分の 一番大切なもの…から

目を離すと 手を離すと そんな気持が…なくても

離れていく…ものでしょうか…

離さなければならないもの…

取り違えていませんか

ご自身の拘
こだわ

り…何事においても

ご自分が仕切る…意識がなくても

仕切っている…のです

もちろん大切な資質…ですが

人様のお世話が出来る‥

そのことはお仕事にも生きている筈です

誰かのため…は ご自分の為を忘れない



『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 目配
め く ば

りや 気配
き く ば

り

ご自分の人生に対しても…です。

ブログから 会報から「ガイド」から…

会員の方達の 生き方から 目を離さない

それがあなたを…変える道

人生を変える そして救う道そんな単純なことが…

ご自分の日課に…出来ていない方…への

伝言…ダメ出しです。

仕事に振り回され 家族に振り回され

ご自分の頑
かたく

な心に閉じこもり

そんな生き方に終止符を 打ちましょう

ご自分の人生に責任を取れるのはあなただけ



『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 先に得た 悦楽の代償を

苦痛で…支払うとしたら…交換レートは

どれ位?…なんでしょうね

人生は振り返らずに…進むだけじゃ

先に繋がる道の…入り口は見つからない…のです。

「ルーツ」…は 回顧的な原点回帰ではなく…

ご自分が次に 向かうための 新たなルーツを

探しより一層の 幸せや生き甲斐を 感じ

手にする為…という 意味があるのです

それこそが あなたを変える 一番の近道…

そして あなたの可能性が その先に 続く



『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 人間は基本的に ご自分が正しいと

思っているので 人の意見を聞いている…様で

実は 全てご自分のフィルターを通して処理し…

聞いていないのと 同じです

そうして道を誤り…奈落…でしょうか

そんな生き方を変える…には

ご自分以外の「何か」を 人との…相手との

間に置くこと それが とても 重要…

そして 大切なことです

「何か」とは…お分かりですよね

そう神仏
か み

さま…です

出逢いや何かを感じる敏感な心…

語る言葉 感性!!



8 月生まれの方

全般* 「居心地の良さが志を低くする」

のんびり…ではないのに なぜかのんびり

心騒がすこと…無いわけじゃないのに…

もうひとつ乗れない

ご自分…気力・体力充実…ですか

ご自分の心や躰に痛み…を 持つこと…は

神仏
か み

さまが下さった…生きる証
あかし

です。

ご自分がご自分らしく納得のいく人生を送ること

月日はどんどん過ぎていきます

あせり…と言うのは

そんな時…生まれて来る…のです が

もう一歩踏み出して見て下さい 何かが…

『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 閉塞状況とは…壁…があるのではなく

ご自分を変えようとしないところから始まるのです。

脳は五感と運動…という入出力で

「外に開かれて」いる… いなければ ならないのです。

あなたに下
くだ

された 神仏
か み

さまからの「練習問題」は

見渡せば…すぐ傍
そば

身近なところに山ほど あるはず…

そのことに…気づきませんか

そばにあるものが かけがえのないものだと

気づくことが大人になるということ

幸せとは 心で噛みしめるもの

『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般 青春の一時期は衝動に…

似た…何かを…抱
いだ

きがち…ですが

日常生活でも…常に 何かイベントがないと

幸せの実感がない 出来ない‥

40～50 歳になっても お祭り騒ぎの日々に

憧れている様な 生き方は 考えもの…でしょう

そんな 現実をもっと直視し…年齢と共に生き方や

感動が…人生の根底を支えている…と

気づき始めるはず ですが?

何もない…それが不幸…だと

思い込む…のではなく

心を 揺るやかに 解
ほどく

くそのことが大切…

『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 人生がずっと続くと…思っている年齢の方…

40 歳が キーワードに…です。

後…どれ位 何が出来る 優先順位は…

何を先に…どれから…

少しずつご自分が見えだした方…

たとえば残された時間はたっぷり…でも

ご自分の人生の目標が…夢が…無ければ

それも致し方ない…のです が

少し考え方の 方向転換を図れば

その先にあるもの…見えて来ませんか…

大切…の順位と同じように

この世に…何を残せるのか

何を残したいのか…をです

『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 寿命とは「からっぽの器の中に…

せいいっぱい生きた一瞬一瞬を詰め込んでいく」

イメージ…と 日野原 重明 医師の 言葉…です。

日々がより良く過ごせるのは…

健康であること それは 心も 躰もです。

何事にも「有り難い 勿体
もったい

ない」

「お陰さまで…」の感謝を忘れないこと

あなたの 心の向きが 変われば

もっともっと 人生は楽しいものに

変わるはずです。

感動は…人から貰うもの。

人が…感動している姿を見て

ご自分が感動する

『平成 21 年７月の運 気
チャンスライン

』


