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写 真
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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* 小さな事に 驚いたり 喜んだり

出来ること…そうすればつまらない…と

思える日常にも…何気ない出来事にも…

奇跡は 隠されている…こと…気づけ…

ます。この世のこと…すべては奇跡の…

連続 ?…だと…思えれば 楽しいですよ

ね 同じ一生なら…楽しんで…楽しんで

もっと 楽しまなくっちゃ…ですよね

肩の力…抜いて唱えてみましょう。時に

は…「負けるが勝ち!」だって。人生…

負けて勝…。終わりよければ 全て良し!

全般 「嘆いてもどうにもならないことは

受け入れろ。必ず人生に生きてくる」…

松下 幸之助さんの言葉…です。ご自分の

未来を見据えて…その展望に陰りが…と

感じている時…でも 登り口を変えてみる

角度を変えれば…結構 これもありかな…

と思える展開…が 待っているもの…です

あなたが見捨てなければ…運気は傍に…

積む…だけではなく 引き寄せる…もあり

だと感じて下さい。すべてを捨てても…

その先に陽が差す道が…但し周りに感謝!

全般* 働くことは お金のため…だけで

はなく ご自分以外の…誰かの人生にも

関わること…なのです。人生はキラキラ

輝ける時…だけではなく…笑い・泣き…

浮かれ・落ち込み・でも捨てられずに…

すべてを認めながら…それでも日々が…

過ぎていくものです。でも その中にこそ

小さな幸せが…そっと隠されているもの

その幸せに 気づける…優しさや細やかさ

を…持ち合わせ持ち続けられていますか

神仏
か み

さまは…生き方を 問うておられます

全般* 周囲の人が知っている「私」を…

脱いで裸になりたい…と思ったこと…時

ありましたか…ご自分を脱ぐ…それは…

ご自分を解析する「この程度なんだ」と

認めた時…心が軽くなり…新しいあなた

が…新しいご自分に 生まれ変われるの…

です。手に入れたもの 手に入れたいもの

手放したいもの なりたいご自分の姿…

すべてが 手に出来る‥そんな「機会
チャンス

」

遠からず…見えています。どう整えるの

か 待機の姿勢…崩すことなく心待ち…

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 心の持ち方…対し方…整える時期

来
きた

る「機会
チャンス

」に備えて…です。この夏

やらねばならぬ事…控えている方には…

ちょっと手強い運気…の「波」です…が

頑張れば…乗り越えられる? 程度ですよ

頑張り過ぎない…でも 頑張らねば…と

そして「あきらめない」「見放さない」

「投げ出さない」と…どなたかの言葉…

でしたが…今期は 少し心静かに 物事に

取り組み 真摯に 物事を判断し そして

忘れてはならない「感謝…お陰さまで」

全般* 人は自分の見たいようにものを見

信じたいように信じてしまう。もの です

その結果…泣きを見ることに…ご自分の

心を信じていても…「人への評価」は…

出来るだけ避ける…それが心を真っ白に

するコツ…そしてすべのことに すべての

幸せに 繋がる…のでしょう。 ご自分の

最大の強みが同時に最大の弱点だったり

ご自分の一番欲しいものが 実は…最も

手にしてはならないものだったり…する

ものです。人生はそんなに単純じゃない!

全般* 言葉…。言葉では伝わらないこと

もある。言葉はいらない…でも…大切

言葉がなくても分かり合えたら…そんな

一瞬を 体験…出来たなら…私たちは一体

どんな感動を得るのでしょう。ご自分の

「人生を生きる」とは ご自分を超える

事 生命のすべてを超しても…なお 続く

で あろう繋がりとは…。家族と…友と…

そして 愛しき人と あり得ない体験を…

大切な一瞬を 得たとき 人は生きている

喜びを分かち合え…生きてきて良かったと!!

全般* 大変な時期…は 少し過ぎて…何か

兆しが…見え始めましたか「一致団結」

と…出ています 心バラバラ…では為す

べき事も成せないまま…運気が通り過ぎ

て…しまいます。生きて来た道…まだ

続く道…終わりは見えません…が 来る

のです 間違いなく…です。それを踏ま

えて「もう一踏ん張り…です」何度この

言葉を聞いたこと…でしよう。それでも

待っているであろう 目的地…希望の陽が

差している…はず…の道へと旅を…です

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 愚痴をこぼしたり…絶望したり…

する暇があるなら 何か出来る事…始め

る 手を着ける。あなたにしか出来ない

あなた…だからと 神仏
か み

さまが下さった

「機会
チャンス

」を外さないことです。何を心

に描いても 何を望んでも全てに時期が

あり…運気が作用する…ものです。心が

晴れない時は尚更 ご自分の心の内から

抜け出す「機会
チャンス

」だと立ち上がれる

立ち直れる「機会
チャンス

」に変換です 少し

謙虚になり…傲慢
ごうまん

な心を 笑い飛ばす!!

全般 「人生に『もう』はない…あるのは

『まだ』のみ…」即席ラーメンを 発明…

した 安藤 百福さんの言葉…です。あな

たが 何歳でも…この言葉は同じ…です。

ご自分の中に存在する「ご自身・私」と

決別することは出来ない‥のです。何を

考えていても…何をやっていても…全て

はご自分の責任…です。落とした運気も

積んでいる運気も…ある時期がくれば…

それが芽生えに…。「あなた」を生きる

ことが出来るのは「あなた」しかいない!

全般* 「気になる…」ことがある…ので

すか。気になることは 気にし続けていれ

ばいいのです。忘れることなく 気にし

続けていれば…いつか フッと解けたり…

何も気にしなくて良かった…気にする程

のこと…ではなかった…と 分かったり

する…ことが 分かってきます。何だか

判じ物…みたいですが 今 心を…占め

ている そのこと…大事なことじゃない

のです…と。でも 考え続けて…ずっと

心から消えるまで 考え続けていて下さい

全般* 又…心がブレ出した…方 長～い

トンネルを抜けた…と 思ったのに…又

ですか…の方。ご自分の方向性を掴み…

かけている方…。あなた…は どちら…?

でしょう? 魂の とても とても 深～い

ところでは同じ…なのに…それが それは

深すぎたから深すぎるから…確証が掴め

ない? 浅いところの流れに惑わされ…。

抜け出す方法…ご自分の 考えを真っ新に

して下さい。一度しかない人生 ご自分が

幸せになる為じゃなく 人を幸せにする為

関心・感動・感謝 の「三カン王」(おもちゃ博物館館長 北原 照久さんの言葉です)
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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* 小さな事に 驚いたり 喜んだり出来ること…

そうすればつまらない…と思える日常にも…

何気ない出来事にも…

奇跡は 隠されている…こと…気づけ…ます。

この世のこと…

すべては奇跡の…連続 ?…だと…

思えれば 楽しいですよね

同じ一生なら…楽しんで…楽しんで

もっと 楽しまなくっちゃ…ですよね

肩の力…抜いて唱えてみましょう。

時には…「負けるが勝ち!」だって。

人生…負けて勝…。

終わりよければ 全て良し!

『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 「嘆いてもどうにもならないことは受け入れろ。

必ず人生に生きてくる」…

松下 幸之助さんの言葉…です。

ご自分の未来を見据えて…

その展望に陰りが…と感じている時…でも

登り口を変えてみる角度を変えれば…

結構 これもありかな…と思える展開…が

待っているもの…です

あなたが見捨てなければ…

運気は傍に…積む…だけではなく

引き寄せる…もありだと感じて下さい。

すべてを捨てても…その先に陽が差す道が…

但し周りに感謝!

『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 働くことは お金のため…だけではなく

ご自分以外の…誰かの人生にも

関わること…なのです。

人生はキラキラ輝ける時…だけではなく…

笑い・泣き…浮かれ・落ち込み・

でも捨てられずに…すべてを認めながら…

それでも日々が…過ぎていくものです。

でも その中にこそ小さな幸せが…

そっと隠されているもの

その幸せに 気づける…優しさや細やかさを…

持ち合わせ持ち続けられていますか

神仏
か み

さまは…生き方を 問うておられます

『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* 周囲の人が知っている「私」を…

脱いで裸になりたい…と思ったこと…時

ありましたか…

ご自分を脱ぐ…

それは…ご自分を解析する

「この程度なんだ」と認めた時…

心が軽くなり…新しいあなたが…

新しいご自分に 生まれ変われるの…です。

手に入れたもの 手に入れたいもの

手放したいもの なりたいご自分の姿…

すべてが 手に出来る‥

そんな「機会
チャンス

」遠からず…見えています。

どう整えるのか 待機の姿勢…

崩すことなく心待ち…



『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 心の持ち方…対し方…整える時期

来
きた

る「機会
チャンス

」に備えて…です。

この夏やらねばならぬ事…控えている方には…

ちょっと手強い運気…の「波」です…が

頑張れば…乗り越えられる? 程度ですよ

頑張り過ぎない…でも 頑張らねば…と

そして「あきらめない」「見放さない」「投げ出さない」と…

どなたかの言葉…でしたが…

今期は 少し心静かに 物事に取り組み

真摯に 物事を判断し

そして忘れてはならない

「感謝…お陰さまで」



『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* 人は自分の見たいように

ものを見信じたいように信じてしまう。もの です

その結果…泣きを見ることに…

ご自分の心を信じていても…

「人への評価」は…出来るだけ避ける…

それが心を真っ白にするコツ…

そしてすべのことに すべての幸せに

繋がる…のでしょう。

ご自分の最大の強みが

同時に最大の弱点だったり

ご自分の一番欲しいものが

実は…最も手にしてはならないもの

だったり…するものです。

人生はそんなに単純じゃない!



『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 言葉…。言葉では伝わらないこともある。

言葉はいらない…でも…大切

言葉がなくても分かり合えたら…

そんな一瞬を 体験…出来たなら…

私たちは一体どんな感動を得るのでしょう。

ご自分の「人生を生きる」とは

ご自分を超える事 生命のすべてを超しても…

なお 続くで あろう繋がりとは…。

家族と…友と…そして 愛しき人と

あり得ない体験を…大切な一瞬を 得たとき

人は生きている喜びを分かち合え…

生きてきて良かったと!!



8 月生まれの方

全般* 大変な時期…は 少し過ぎて…

何か兆しが…見え始めましたか

「一致団結」と…出ています

心バラバラ…では為すべき事も成せないまま…

運気が通り過ぎて…しまいます。

生きて来た道…まだ 続く道…

終わりは見えません…が 来るのです

間違いなく…です。

それを踏まえて「もう一踏ん張り…です」

何度この言葉を聞いたこと…でしよう。

それでも待っているであろう 目的地…

希望の陽が差している…

はず…の道へと旅を…です

『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』



全般* 愚痴をこぼしたり…

絶望したり…する暇があるなら

何か出来る事…始める 手を着ける。

あなたにしか出来ないあなた…だからと

神仏
か み

さまが下さった「機会
チャンス

」を外さないことです。

何を心に描いても 何を望んでも

全てに時期があり…運気が作用する…ものです。

心が晴れない時は尚更

ご自分の心の内から抜け出す「機会
チャンス

」だと

立ち上がれる 立ち直れる「機会
チャンス

」に変換です

少し謙虚になり…傲慢
ごうまん

な心を 笑い飛ばす!!

『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』

9 月生まれの方



10 月生まれの方

全般*「人生に『もう』はない…

あるのは『まだ』のみ…」即席ラーメンを 発明…した

安藤 百福さんの言葉…です。

あなたが 何歳でも…この言葉は同じ…です。

ご自分の中に存在する「ご自身・私」と

決別することは出来ない‥のです。

何を考えていても…何をやっていても…

全てはご自分の責任…です。

落とした運気も積んでいる運気も…

ある時期がくれば…それが芽生えに…。

「あなた」を生きることが出来るのは

「あなた」しかいない!

『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 「気になる…」ことがある…のですか。

気になることは 気にし続けていればいいのです。

忘れることなく 気にし続けていれば…

いつか フッと解けたり…

何も気にしなくて良かった…

気にする程のこと…ではなかった…と

分かったり する…ことが 分かってきます。

何だか 判じ物…みたいですが

今 心を…占めている そのこと…

大事なことじゃないのです…と。

でも 考え続けて…ずっと心から消えるまで

考え続けていて下さい

『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* 又…心がブレ出した…方

長～いトンネルを抜けた…と 思ったのに…

又ですか…の方。

ご自分の方向性を掴み…かけている方…。

あなた…は どちら…?でしょう?

魂の とても とても 深～いところでは

同じ…なのに…

それが それは深すぎたから深すぎるから…

確証が掴めない?

浅いところの流れに惑わされ…。

抜け出す方法…ご自分の 考えを

真っ新にして下さい。

一度しかない人生 ご自分が幸せになる為じゃなく

人を幸せにする為

『平成 21 年８月の運 気
チャンスライン

』


