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1月 生 まれ

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1ま 不思議なパワーを感じます。

ジュエリーの持つ′'ヾ ワーを感じてみましょう。

わそうび (林 良江 Yoshie 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 !電 話占い

&チ ャット占い大手上場企業提携7社。ヴェローナ・マヒナ・アーネラ・ロバミミ・

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.Wa50ubi.jp/

YahOo!JAPAN占 い https:旅 ha● e‐f∝仙neyahoo.cojp/tel“ byOshie/

2月 生 まれ 3月 生 まれ

携帯用強運運結び

姓名 古いサイト

4月 生 まれ

・情熱的

ガーネット

総合運 縁が切れていた人間関係が

復活しそうです。おもてなしの心を持

ち、お誘いは積極的に受けましょう。ま

たとないチャンスに恵まれます。

秋 体質改善は足元からです。自分の足

に合った歩きやすい靴を選びましょう。

冬 人との比較はナンセンス。終わっ

たことは水に流し、新しい気持ちでス

タートしましょう。

金運アイテム ミネラルウォーター、ラッ

キーカラーはグリーン系。

アメジスト

総合運 目標や願いが実現し、成果をつ

かめる時です。高い評価を得て、スポットラ

イトを浴びる自分を想像し、目の前にある

課題に全力で取り組みましょう。集中力が

アップします。

秋 アプリやゲニムなどを活用して楽しみ

ながら健康管理をするのが吉。

冬 インターネットを使った副業がおすす

め。やる気スイッチが再燃しま丸

金運アイテム 盆栽、ラッキーカラーは

パ ーカ 咤

6月 盤まれ

アクアマリン

総合運 教養を深める時で魂心身のメンテ

ナンスを強化しましょう。自分らしさを仕事に生

かすことで、これまでの努力が報われます。

秋 ストレス解消には、ウォーキングが最

適です。ウォーキングで頭がクリアになる

と、アイデアも生まれます。

冬 今ある試練は「自分磨きへのステップ」

ととらえましょう。その先に、輝かしい未来が

待ってしま魂

金運アイテム クレジットカード、ラッキー

カラーはプラウン。

7月 生 まれ

ダイヤモンド

総合運 方向転換や改革を求められる

時。気持ちを新たに、環境の変化を受け

入れましょう。心が安定すれば、新たな道

が見えてきます。

毬 スタミナ勝負の時です。ジムなど

で充分に体を動かしましょう。

冬 人が嫌がる事を率先して引き受けま

しょう。その結果、夢が現実に近づいてき

ます。

金運アイテム 歳時記カレングー、ラッ

キーカラーはピンク。

8月 生まれ5月 生 まれ

純潔・勝利

感謝・愛のカ

エメラルド

総イン運 自分の人生や考え方を見直す時です。

今「何をすべき」で「必要なことはなにか
'」

を考えな

がら行動すると、後の成功につながりま丸

秋 食べすぎに注意。健康診断の結果を意識し

て、食後のデザートやおやつは力ロリー控えめの

ものを選びましょう。

冬 体力、気力が万全の時。現状に甘えず、

更なるステップアップを目指しましょう。

金運アイテム 教育にちなんだ専門書、

ラッキーカラーはキャメル。

9月 生 まれ

パール

総合運 出会いが増える時。人との出会いが

多いと、トラブルに巻き込まれやすくなるので注

意。重責のある役目に大抜擢され、気苦労が増え

ます。結論を急がずに、全体を見て判断をするよ

うに心がけてください。

1火  体調を崩しやすくなります。サプリメントを摂取

しながら健康管理、栄養管理をしっかりとしましょう。

冬 周囲への気配り、日配りが必須の時です。

困っている人がいたら、可能な限り手助けを。問

題解決がスムーズに進みま丸

金運アイテム 新しい財布、ラッキーカラーは

イエロー。

ルビー

総合運 生活の無駄を見つけて、ス

マートなライフスタイルを目指しましょ

う。冷静な判断ができる時なので、新

たなチャレンジもおすすめです。

秋 記憶力が抜群の時です。英語な

ど外国語を学んで、グローバルな意

識を持ちましょう。

冬 実力が認められる時。いつでも

表舞台に出られるよう準備は万全

に。ライバルがいると相乗効果で良

い結果が得られます。

金運アイテム ペンダント、ラッキーカラー

はゴールド。

′`ミリドット

総合運 宴会、パーティーなどのお誘

いが続きます。第一印象が良くなるよ

う、デンタルケアを心がけましょう。交際

運がアップします。

秋 多忙な時ほど、しっかり休息をと

りましょう。温泉旅行が吉です。

冬 一家団彙の時間を増やし、家族

間の結東力を高めることで、コミュニ

ケーション運もアップします。

金運アイテム ワイン、ラッキーカラーは

レッド。

12月 生 まれ10月 生 まれ 11月 生まれ

I TF~~ 和合・誠実

サファイア

総合運 新しいプロジェクトを稼働す

る時がやってきました1周 囲の意見を

取り入れながら進めると、順調に前進

し自信へとつながります。しっかりと自

己アピールをしていきましょう。

秋 運動不足に注意しましょう。良い仕

事は健康な体つくりからはじまります。

冬 即断即決により、チャンスが巡っ

てきます。キーワードは「瞬発力」。周

囲への労いの言葉を忘れずに。

金運アイテム 漢方薬、ラッキーカラーは

ワインレッド。

オパール

総合運 欲しかったものが手に入ります。

「楽しい買い物」が幸運のカギです。周囲

にばかり気を使っていたからこそ、たまに

は自分にごほうびをあげてくださいね。

秋 気軽に始められるエクササイズで、健

康維持を。身体と精神力も鍛えましょう。

冬 公私ともにモテモテの時期。店員

さんおすすめの服やジュエリーなど、ト

レンドを取り入れたファッションを楽し

みましょう。

金運アイテム 新しい服、ラッキーカラー

はホワイト。

トパーズ

総合運 大成の時です。豊かな心とや

る気のエネルギーが再燃します。健康と

精神も安定しています。自分を信じ前進

あるのみです。周囲のサポート体制も順

調に運ぶでしょう。積極的こそ吉。

秋 食生活の見直しをすることで、運

気が上がります。

冬 困難なことに挑戦すると良い結果

が生まれ、人間的な魅力がアップします。

金運アイテム 健康グッズ、ラッキー万

ラーは水色。
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誠 聡明・冷静

‐健康・輝き 情熱・不老長寿

徳望・慈愛 安泰、歓喜 友愛・夢


