
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* 若さゆえの 愚かさ…や 純粋さ

そして 一途さ は 若者の特権 ? です

か いえ あなたが 何歳であっても…

忘れて欲しくない…心 です。ご自分の

レベルを 上げる…そう「心の力」を…

です 心に力をつけて あらゆる事に…

挑戦できる 勿論 再挑戦も…でしょう

まだまだ…力を抜くことなど…出来ない

と 心…引き締めて下さい。それぞれが

ご自分の進む先…大切な生き方を 描く

「地図」…心の…地図…持っていますか

全般 「一寸先は闇…」ですが それでも

進まなければ…ならない時も あります

ご自分が積んで来た「運気」が…闇夜に

提灯
ちょうちん

（古いたとえ…ですね）の役目を…又は

懐中電灯の役目を果たしてくれるのです

備えあれば憂い無し…なのでしょう が

何か 少し手を 抜いていませんでしたか

何があっても 大丈夫! に して…生きて

いくことが…常に 大前提…なんです。

あなたや 家族を守る一番の「力」は…何

なのか…それを 知らない訳じゃない…!?

全般* 人生にとって…あなたにとって…

大切なもの 事…何でしょうか これから

後も ずっとずっと先も…大事にしてい

たい事…気づいていますか その事…真剣

に考えて暮らしていますか ? 今…今しか

時間がない…としたなら 何を一番に…

手をつけるべきか あなたにも 相手にも

時間はない…のですよ この地球…この

宇宙…永遠に途絶えることなく…過ぎて

いく その中に一瞬だけ…ホンの一瞬だけ

生を受けて今 ある その事 とても大切!!

全般* この人生で 一番大切にしたい事…

少しずつ…ホンの少しですが ご自分を…

理解…し始め…ました ? か やるべき事

やらねばならぬ事 見えたりは しないけ

れど 進む道 だけでも 手探りでも…と

考えられる ? あなた…に 変化 できそう

でしょうか 常に話しています 人生に…

近道はない…されど 道は一つでは ない

のです。ご自分の決心次第では どの道も

あなたの望む幸せへの道に繋がるはず…

その為にも 出逢いを 大切に して下さい

５月生まれ ６月生まれ ７月生まれ ８月生まれ
全般* 心のストレッチ…です。そうです

心の…です。躰も心も…もちろん頭も…

です どんなに柔軟だと 思っていても

いつの間にか…ほんとにいつの間にか…

堅く固く硬く…。拘るご自分との 対峙

忘れることなく…です。誰かを許せない

と 思う心 の 先にあるのは…物事への

あなたの拘り…です。この世の中で許せ

ない事など何一つないのだと思えれば…

心を 解
ほど

けば 肩の荷も下りるのですよ

もっと楽に人生を楽しく…ゆったりです

全般* マイナスは プラスの入り口 です

今までの 生き方の集大成 始まろうと…

しています。そうです 何か 変化が見え

はじめているの…です が「運気」と連動

しています 積んで来た…と 自信がある

方のみ…早めに動くでしょう いつだって

遅くはない…少しでもご自分を律
りっ

して…

暮らす そんな心意気…で 何事にも対峙

する…その心構えを無くさないことです

ホンの少し…少しの辛抱です。それが…

この後の人生に大きく影響するのですからね

全般* 鶯が 季節外れに…鳴く練習をして

います。美しく鳴く能力は生まれながら

ではなく習うもの…だと。私たち生き物

に共通に働いている力…この宇宙から…

私たちすべてに届けられる「何か…」を

どう関知し…どう受け取れるのか…それ

は「魂の深みに…」下りていくこと…。

それが 内なる世界を認識する方法…なの

かも…。ご自分の心が何を信じ 何を…

取り込み し 自己の 内面探求 を…。

信じるものがなくなったらどうなるのか?

全般* 暑さの中で…頭も心も何もかも…

煮えくりかえっていませんか 少しご自分

を 心から 躰から 放して 泳がせてみる

も 必要では うまく働かない心や躰…を

労
ねぎら

ってやって下さい。この夏…だけを

乗り切ればいい…のでは ないのです。今

するべき事も…今…だから…も いっぱい

あるのですが ここは一番…という時まで

ゆっくり…です。もちろんそんな時間の

ない方も そこまで せっぱ詰まっていて

は あなたが…生かせない 生きて来ない!

９月生まれ １０月生まれ １１月生まれ １２月生まれ
全般* 人と人との 関係は思いこみ…で

成り立っている。ご自分が…思い違いを

し 感覚だけで嫌い…も。ライバル意識

のみで嫌いも…あるのでしょうけれど

出逢いを大切にする その事が人生の…

一番の目的…それが ご自分の成長に…

そして 使命にも 繋がり兼ねないのに…

出逢いを 粗末にしている人生は ×
バツ

…

でしょう。修復作業を。思い違いの部分

を少しずつ埋めていくことが お互いを

わかり合える糸口に…なるのでしょうね

全般 「練習は 不可能を 可能にする」…

体育会系の主将の言葉…です。この言葉

は ご自分の人生のどの場面にも…生きて

くる言葉…でしょう。今 あなたが 沈ん

でいるのなら…なおさら…だと思います

が その沈みや 歪
ゆが

みすら 関知出来ない

様な生き方だと…したら…かなりの重傷

かなりの 治療を 必要としている…状況

です。ご自分で立つ…しか 道はない…

のです。落とした運気…努力を重ねる事

でしか取り戻せない…と 心をたぎらせる

全般 何事も順調な時…気を抜かないで…

一気に走り抜ける…のです。物事には…

勢いが必要…です。もちろん勢いだけで

走り抜けられるものではない…のですが

気抜けがでる前…ご自分がコントロール

出来る間に 少し…のズレも 許されない

時期も…近いと感じるからです。でも…

一番大切 一番大事は あなたの運気…

ご自分しか…あなたしか出来ないこと…

残されているのです。心からの 委ね…や

信頼…です。「大いなる力…」に です!!

全般* いろんな思い…が 交差していて

少し…心が乱れ ? て いませんか 何も

考えなくても…大丈夫!!です。あなたは

一番大切な者…事 感覚で 嗅覚で 本能で

「キャッチ」しています。この人生で…

何を…何が 大切で 何に 心を委
ゆだ

ねるのか

を嗅ぎ取って…心の赴
おもむ

くまま 誘われる

まま…。例えば目を閉じていても その方

にたどり着ける ? でしょう。でも でも

一番 怖いのは「慢心」という二文字です

そんなご自分に酔わないこと 謙虚に!!

「強くなければ生きていけない 優しくなければ生きていく資格がない」レイモンド・チャンドラ

公
こう

子
し

唯
ゆい

が『21 年９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* 若さゆえの 愚かさ…や 純粋さ

そして 一途さ は 若者の特権 ? ですか

いえ あなたが 何歳であっても…

忘れて欲しくない…心 です。

ご自分のレベルを 上げる…

そう「心の力」を…です

心に力をつけて あらゆる事に…挑戦できる

勿論 再挑戦も…でしょう

まだまだ…力を抜くことなど…出来ないと

心…引き締めて下さい。

それぞれがご自分の進む先…

大切な生き方を 描く「地図」…

心の…地図…持っていますか

『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』



2 月生まれの方

全般* 「一寸先は闇…」ですが

それでも進まなければ…ならない時も あります

ご自分が積んで来た「運気」が…

闇夜に提灯
ちょうちん

（古いたとえ…ですね）の役目を…

又は 懐中電灯の役目を果たしてくれるのです

備えあれば憂い無し…なのでしょう が

何か 少し手を 抜いていませんでしたか

何があっても 大丈夫! に して…生きていくことが…

常に 大前提…なんです。

あなたや 家族を守る一番の「力」は…何なのか…

それを 知らない訳じゃない…!?

『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』



3 月生まれの方

全般* 人生にとって…あなたにとって…

大切なもの 事…何でしょうか

これから後も ずっとずっと先も…

大事にしていたい事…気づいていますか

その事…真剣に考えて暮らしていますか ?

今…今しか時間がない…としたなら

何を一番に…手をつけるべきか

あなたにも 相手にも時間はない…のですよ

この地球…この宇宙…永遠に途絶えることなく…

過ぎていく その中に一瞬だけ…

ホンの一瞬だけ生を受けて

今 ある その事 とても大切!!

『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』



『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』

4 月生まれの方

全般* この人生で 一番大切にしたい事…

少しずつ…ホンの少しですが

ご自分を…理解…し始め…ました ? か

やるべき事やらねばならぬ事

見えたりは しないけれど

進む道 だけでも 手探りでも…と考えられる ?

あなた…に 変化 できそうでしょうか

常に話しています 人生に…近道はない…

されど 道は一つでは ないのです。

ご自分の決心次第では

どの道もあなたの望む幸せへの道に繋がるはず…

その為にも 出逢いを 大切に して下さい



『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』

5 月生まれの方

全般* 心のストレッチ…です。

そうです 心の…です。

躰も心も…もちろん頭も…です

どんなに柔軟だと 思っていても

いつの間にか…ほんとにいつの間にか…

堅く固く硬く…。

拘るご自分との 対峙忘れることなく…です。

誰かを許せないと 思う心 の 先にあるのは…

物事へのあなたの拘り…です。

この世の中で許せない事など

何一つないのだと思えれば…

心を 解
ほど

けば 肩の荷も下りるのですよ

もっと楽に人生を楽しく…ゆったりです



『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』

6 月生まれの方

全般* マイナスは プラスの入り口 です

今までの 生き方の集大成

始まろうと…しています。

そうです 何か 変化が

見えはじめているの…です が

「運気」と連動しています

積んで来た…と 自信がある方のみ…

早めに動くでしょう

いつだって遅くはない…

少しでもご自分を律
り っ

して…暮らす

そんな心意気…で 何事にも対峙する…

その心構えを無くさないことです

ホンの少し…少しの辛抱です。

それが…この後の人生に

大きく影響するのですからね



『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』

7 月生まれの方

全般* 鶯が 季節外れに…鳴く練習をしています。

美しく鳴く能力は生まれながらではなく

習うもの…だと。

私たち生き物に共通に働いている力…

この宇宙から…私たちすべてに届けられる

「何か…」をどう関知し…どう受け取れるのか…

それは「魂の深みに…」下りていくこと…。

それが 内なる世界を認識する方法…なのかも…。

ご自分の心が何を信じ

何を…取り込み し 自己の 内面探求 を…。

信じるものがなくなったらどうなるのか?



8 月生まれの方

全般* 暑さの中で…頭も心も何もかも…

煮えくりかえっていませんか

少しご自分を 心から 躰から 放して

泳がせてみるも 必要では

うまく働かない心や躰…を労
ねぎら

ってやって下さい。

この夏…だけを乗り切ればいい…

のでは ないのです。

今するべき事も…今…だから…も

いっぱいあるのですが

ここは一番…という時までゆっくり…です。

もちろんそんな時間のない方も

そこまで せっぱ詰まっていては

あなたが…生かせない 生きて来ない!

『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』



9 月生まれの方

全般* 人と人との 関係は

思いこみ…で成り立っている。

ご自分が…思い違いをし 感覚だけで嫌い…も。

ライバル意識のみで嫌いも…あるのでしょうけれど

出逢いを大切にする

その事が人生の…一番の目的…

それが ご自分の成長に…

そして 使命にも 繋がり兼ねないのに…

出逢いを 粗末にしている人生は

×
バツ

…でしょう。修復作業を。

思い違いの部分を少しずつ埋めていくこと

お互いをわかり合える糸口に…

なるのでしょうね

『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』



10 月生まれの方

全般* 「練習は 不可能を 可能にする」…

体育会系の主将の言葉…です。

この言葉は ご自分の人生のどの場面にも…

生きてくる言葉…でしょう。

今 あなたが 沈んでいるのなら…

なおさら…だと思いますが

その沈みや 歪
ゆが

みすら 関知出来ない様な

生き方だと…したら…

かなりの重傷かなりの 治療を

必要としている…状況です。

ご自分で立つ…しか 道はない…のです。

落とした運気…努力を重ねる事でしか

取り戻せない…と 心をたぎらせる

『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』



11 月生まれの方

全般* 何事も順調な時…気を抜かないで…

一気に走り抜ける…のです。

物事には…勢いが必要…です。

もちろん勢いだけで

走り抜けられるものではない…のですが

気抜けがでる前…

ご自分がコントロール出来る間に

少し…のズレも 許されない時期も…

近いと感じるからです。

でも…一番大切 一番大事は

あなたの運気…

ご自分しか…あなたしか出来ないこと…

残されているのです。

心からの 委ね…や信頼…です。

「大いなる力…」に です!!

『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』



12 月生まれの方

全般* いろんな思い…が 交差していて

少し…心が乱れ ? て いませんか

何も考えなくても…大丈夫!!です。

あなたは一番大切な者…事

感覚で 嗅覚で 本能で「キャッチ」しています。

この人生で…何を…何が 大切で

何に 心を委
ゆだ

ねるのかを嗅ぎ取って…

心の赴
おもむ

くまま 誘われるまま…。

例えば目を閉じていても

その方にたどり着ける ? でしょう。

でも でも一番 怖いのは

「慢心」という二文字です

そんなご自分に酔わないこと 謙虚に!!

『平成 21 年９月の運 気
チャンスライン

』


