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ジュエ

占 い

昔から幸運が訪れると言い伝えられている

美 しい宝石 には不思議なパワーを感 じます。

ジュエリーの持つパワーを感 じてみましょう。

わそうび(林良江 bshie Hayashi)

美魅 っ人 流  占い研究 家。倖せ占い師 (倖 せ ナビゲーター)。 鑑 定人 数 は約 2万

人 にも及ぶ。自由が丘開運 占い館エ ンジェルガーデン 1号 店に出演 中 1電 話 占い

&チ ャット占い大手上場企業提携 7社 ,ヴ Iロ ーナ・マヒナ・アーネラ・ロハ ミミ・

アウロラ・サ トリ・ トーク占い等  電話占い &チ ャット占い鑑 定も行っています。

和創美ホームページ http://www.wasoubi.jp/

YahoolJAPAN占 しヽ https://charge― fonuneyahoo.co」 p/tet/wbpshie/
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1月 生 まれ

ガーネット

総合運 他人と比べることよりも自分の

個性を活かす時です。オリジナリティー

をテーマに自分らしさを出せる何かを

見つけましょう。プラス思考で過ごすこ

とで、運と才能の道が開きます。

夏 職場のトラブルに巻き込まれそうです。

派閥争いには一定の距離を置いて切り抜

けましょう。

秋 体質改善は足元からです。自分に

合った歩きやすい靴を選びましょう。

金遭アイテム オレンジ色のタオル、スポーツウエア

5月 生まれ

携帯用強運運結び

姓名 占いサイト

2月 生まれ

アメジスト

総合運 難易度の高い依頼が舞い込ん

できますが、それをクリアすればスキルアッ

プにつながります。夏から秋はチャレンジ運

が好調です。やる気スイッチを入れて、最後

まで走り抜きましょう。

夏 運動不足を解消することで心身とも

にリフレッシュされ、より魅力的になります。

秋 健康運が吉。スマートフォンのアプリ

などを活用して、楽しみながら健康管理す

ると長続きします。

金運アイテム 新しい箸、植木

6月 生 まれ

3月 生 まれ

アクアマリン

総合運 日々 の暮らしのなかに、笑いを取り

入れましょう。コメディ映画や漫画などで感性

が磨かれ、トラブル解決のヒントがみつかりま

魂メンタレが安定し良い結果を生むでしょう。

夏 気難しい印象を与えがちな時です。

どんなに疲れていても笑顔は忘れずに過

ごしましょう。

秋 ウォーキングで気分転換を。良いアイデ

アも生まれま魂

金運アイテム 誕生石のペンダント、新し

い鞄

7月 生 まれ

4月 生 まれ

ダイヤモンド

総合運 小さな幸運でも感謝を忘れず

に過ごすと、大きなチャンスが訪れるでしよ

う。人が嫌がることも引き受けましょう。

夏 わくわくする出来事が起こります。

お誘いは積極的に受けましょう。今後

の生き方に影響する出会いがあるか

もしれません。

秋 ジムなどで充分に体を動かし、英気

を養いましょう。

金運爾 テム 紺色の財布、龍の置物

8月 生 まれ

・勝利     |

エメラルド

総合起 協力体制が万全であればこその大

成で魂切磋琢磨して協力しあうことで難関を乗

り切れます。今、実力を試される時、積極的に動き

ましょう。良きパートナーに恵まれま丸

要: 感情的な態度は禁物です。信用を損ねな

いように注意の時、知性を活かしてください。

秋 食欲の秋、間食や嗜好品のチェックを念

入りにしましょう。健康診断の結果を意識して。

金苺′・イナよ ローズカラーの入った指

輪、世界地図

9月 生まれ

パール

~―
. 強い意志が宿り、自らかリー

ダーとして動き出す時です。周囲への気配

り、支援で信頼を得ることができます。築い

た親密な関係が、未来につながります。自

信をもって前向きに取り組んでみましょう。

= 
ペットや植物との触れ合いで心が

安定し、本来の自分を取り戻せます。良

い知らせが舞い込みます。

・・  健康管理、栄養管理を万全に。と

きには専門家のアドバイスやサプリメン

トの活用も|

_・ :_|.■  .‐__ 来斤ししヽ日寺言十、研ヒ

10月 生 まれ

ルビー

総合運 心 を落ち着 かせ、状況を見

極 めながら動きましょう。苦手 なこと

でも積極 的 に取 り組 むことで、周 囲

に実 力 を認 めてもらえます。いつで

も表舞台 に上がれる準備 をしておき

ましょう。

夏 インスピレーンョンが冴えるとき

です。自分を信 じて動いてみましょう。

英気がみなぎります。

秋 頭が冴え、記憶力が抜群の時で

す。語学 力を高め、世界観 を広 げま

しょう。

金運アイテム ノートパソコン、水晶

11月 生 まれ

′ヽリドット

総合運 思 いがけない再会、復活 の

時。今まで待ち望んでいた願いが開花

します。じっくり、前に進んでください。

夏 当たって砕 けろの精神 で、何 事

にも積極的に取 り組みましょう。全力

投球が幸運を招きます。

秋 多忙な時ほどしっかり休息をとり

ましょう。温泉旅行などで自分を癒や

すことも忘れずに。

金運,れイテム 手帳、お守り

12月 生 まれ

トルコ石
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三≡書、書著

サファイア

十 .■ |■ 瞬発力が大切な時期です。

温めておいた情報を活かし、勇気を

もって即断即決するとチャンスを生み

ます。大胆に動いてOKです。真剣な眼

差しとともに、笑顔も忘れずに。

■ 奉仕の精神に目覚めるときです。

ボランティア活動 は積極 的に始めて

みましょう。

■1 運 動 不 足 対 策 を心 が けましょ

う。良い仕事は健康な体づくりから。

■●ア11‐ .、  白いハンカテ、トランプ

オパール

総合運 ハングリー精神を養う時です。逆

境に強い精神力を保つため、心と身体を

整えておきましょう。慈しむ気持ち、周囲ヘ

の感謝の気持ちが高まっているのは、運気

が上がっている証拠です。

三 対人運が好調な時です。意思疎通を

怠らず目標に向かいましょう。

|■  気軽 に始められるエクササイズ

で、体調管理をして身体と精神力も鍛

えましょう。

金運アイテム 招き猫キーホルダー、将

棋の駒

トパーズ

総合運 過去の失敗にとらわれず、深

呼吸して心の空気を入れ替える気持ち

で前進しましょう。運気が上がっていま

すので、新しいことに踏み出すのに良い

時期です。

夏 あなたを支えてくれる、心強い味

方が現れます。今までの努力が報われ

ます。

秋 食生活の見直しで運気がアップ,´

`
粧品を買い替えるのも吉で■

金運アイテム 電卓、花東

15

禰Ｊ
超

璽
日‥‥弔
樹
一己

真実・情熱的 誠実・感情 聡明・冷静

感謝・愛の力 健康・輝き 情熱・不老長寿

徳望・慈愛 安泰t歓喜 成功・広大


