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テキストを入力してください

良由未 -Mayumi-



こんにちは、魂色セラピストの良由未-Mayumi-です。 

数ある電子書籍の中から、『魂色占い』という一瞬「？」という題名の
本にご興味を持って頂き有難うございます。 

あなたは、何に興味を持たれて『魂色占い』を読んでみようと思いまし
たか？ 

・とにかく占いが好き。 
・自分自身のことがもっとわかる？ 
・人のエネルギーに興味がある。 
・あの人との関係を知りたい。 
・運を引き寄せたい。 
・魂のことに興味がある。 
・何か面白そう。 

様々なことをイメージされていたと思います。 

そしてどなたも、「よくなりたい」「知りたい」の思いから行動に移し、
自分自身で魂が癒され輝く『魂色』に出会われました。 

心の奥底、芯にある『魂』は、常に向上し今より輝きたい想いでいっぱ
いなのです。 

私たちは、その魂に良いエネルギーを注ぎ込むことで、思考や行動・環
境が向上していきます。その結果、悩みがなくなり良い出来事を引き寄
せ、良い出会いも運ばれます。 

職業柄、悩んでいる方とお話しする機会が多いです。 
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悩み多き方は、悩みのためにエネルギーを使い エネルギーを失ったか
ら自分本来の力が出せず、またまた悩みがでる！という負のサイクルに
はまりこんでしまいます。 

単純なことなのですが、自分がハマっていると中々気付けないもので
す。そうすると歳を重ねたときに自分の人生を振り返り、「何をしてい
たんだろう？」と言う気持ちになります。 

「何をしていたんだろう？」にならないためには、今からです！！ 
幾つになっても「今が一番若い！（笑）」 

悩んでいる方は、本書を読んでまず魂を癒すことからはじめて下さい。 
健康な魂は歳を重ねれば重ねるほど、豊かで落ち着いた光に満たされる
のです。 

私は、魂に意識を向けたことで心と運のバランスが整いました。 

18歳で結婚・出産した後、自分でも何が原因かわからないままドンド
ン負のサイクルに入り込み、10年近く人間不信・対人恐怖症・引きこ
もりで、無職の住所不定、お金なし家なしの放浪生活（汗）をしていま
した。 

今振り返るとほぼホームレスですね。車の中で生活なんてこともあり、
その頃は将来が不安で不安で生き続けること自体が恐怖でした。 

そんな私が、姓名学と出会い「生まれた意味」「生きる意味」「魂」と
いうものを学ぶ機会に恵まれました。 

更に自分自身に目を向け良いエネルギーをチャージする行動を選択する
ようになると、気持ちも生活もドンドン良い変化がおとずれました。 
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人生は、自分自身の思考・選択・行動で、いくらでも変えることができ
ます。そのためには、自分自身が持っているものをしっかりと知る必要
があります。 

その部分が『魂色』として皆さんにお伝えしたいところなのです。 

今、歳をとる不安も生きる不安もなくなりました。毎日が幸せと感謝で
満たされています。 

『魂色』という形にして多くの方にお伝えする事で、たくさんの変化が
あります。 

不安や恐怖を退け、たくさんの喜びや幸せな報告を聞くと、とても嬉し
くなります。 

この本に惹かれページを開いたあなたの現状は、幸せ絶好調の方から苦
しくてたまらない方まで様々な今があると思います。 

しかし誰もが、魂のもっと「よくなりたい」「知りたい」「幸せになり
たい」「輝きたい」は共通です。 

私たちは、生まれてきて幸せなのです。よくなってよいのです。 

どうぞ『魂色占い』を、あなたやあなたの周りの方々の人生が輝くツー
ルとして存分に活用し、自分の思い描く未来を手にされて下さい。 

あなたの未来が可能性に満ち溢れ、待っています。 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魂色とは 

【魂色】を知って「開運体質」になろう！ 

「良いことあった！」「ワクワクしてきた！」「魂の繋がりに囲まれて
いた！」「感謝です！」嬉しいメッセージがたくさん！！ 

自分の“魂色”を知り意識することで、魂のエネルギーが高まり、日々の
生活が変化します。 

エネルギーが高まると、ワクワクするような出会いや天から降ってきた
かのヒラメキ！人間関係が円滑になり、お仕事やプライベートで、毎日
が濃密になり人生に彩りが増します。 

魂色とは 
「自分の魂を“マイニチ”生きることで磨き上げ、ピカピカに輝かせるこ
とです。」 

魂色占いとは 
「あなたの魂を輝かせるために必要なエネルギーの色と自分自身を知る
ことです。」 

色は知るだけでも変化はありますが、活用することで「開運体質」にな
ります。 

自分のエネルギー色を、ラッキーカラーとして普段持つものやお部屋の
インテリアに取り入れることで、自分自身のパワーが増します。 
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自分の役割や使いこなすべき能力を示してくれますので、本来の自分が
目覚めてきます。 

「人は日頃使われていない潜在能力があると言われますが、まさしくそ
の使われていない能力にエネルギーを注ぎこむことで動きだすので
す。」 

また、自分の周りの人の“魂色”を知ることで、お互いのエネルギーの流
れがわかり、人間関係がスムーズになります。 

・自分を元気に良い方向へ導いてくれる。 
・他の人との、人間関係に役立つ。 

とっても簡単で、とっても役立つのが『魂色占い』なのです。 

私たちの魂は、目的や役割があるからこそ、現世に生まれてきました。
その目的や役割を果たす為に一番必要としたエネルギーが、自分が生ま
れてきた日のエネルギーなのです。 

毎日には、その日特有のエネルギーがあり、エネルギーは色で表されま
す。エネルギー自体は目に見えませんが、色は目だけでなく身体全体で
感知されています。 

日々の生活に自分のエネルギーを取り入れることで、 

・人生がより豊かに面白くなります。 
・辛くしんどい日でも、エネルギーは私たちにパワーを注ぎ、癒してく
れるのです。 
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昔と違い多種多様な生き方が選択できる現代です。 

自分自身の特性を知り、人や社会の価値観に惑わされず、自分が創る自
分だけの一度の人生物語を“あなたに”余すことなく楽しんで頂きたいと
『魂色占い』を書かせていただきました。 

お気付きかと思いますが、エネルギーが増すといいことづくめ！という
ことは、少ないとどうなるのでしょう？ 

「・・・・・・」 

悲しいかな今の世の中、元気が足りません。 

「いつも時間に追われている」 
「やる気が出ない」 
「何をしてよいのかわからない」 
「何をしても思い通りにいかない」 
「いつも不安だ」 
「ツキがある気がしない」 
「食欲がない」 
「虚弱体質」 

このような症状は、残念ですが全部エネルギー不足からなのです。 

しかしエネルギー不足と気付かないまま、「自分は何もできない⤵」「運
がない⤵」「才能がない⤵」と自分をおとしめている人いませんか？ 

またエネルギーが少ないと、エネルギーの奪い合いが始まり、場の空気
も悪くなります。 
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自分の才能に自分たちでフタをして、負のサイクルにまっしぐらです。 

魂色占いはシンプルで簡単！ 

「私たちは素晴らしい力をたくさん持っているのです。」 

お誕生日の数字は、それを教えてくれます。 
お誕生日がわかれば、誰にでもすぐに自分の数字と色をだし調べること
ができます。 

そして導き出した色を活用してエネルギーを取り入れ、本来あるべき自
分の力を目覚めさせ、自分の運を自分で引き寄せることができます。 

わかりやすく「占い」とさせていただいていますが、内容的には「あな
たの魂のエネルギー取り扱い説明書」です。 

そしてあなたが気付くことで、あなただけでなくあなたの大切な人、家
族・パートナー・友人・知り合いも良いエネルギーが回り始めます。 

自分の周りのエネルギーの循環が始まり、新しい運命の扉が開くので
す。 

今回の「魂色占い」は、基礎の基礎部分を出来るだけ「簡単に！」「わ
かりやすく」を考えお伝えしています。 

あなたのお誕生日から紐解かれる「数字」 
そこから導き出される「色」 
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そこには、あなたの得意分野や生まれて来たときに決めた役割、魂の結
びつき、人間関係に関わるエネルギーの流れを知ることができるので
す。 

『魂色』を日々の生活につかいこなし、あなたのエネルギーが増えキラ
キラ輝く魂で毎日を過ごされたら、5年後10年後のあなたの人生はあな
たの想像以上に素晴らしく豊かになっているでしょう。 

自分の色を知った時から、扉は開かれます！ 

さあご一緒に！魂色レッスンを、始めてみましょう！！ 
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第１章　お誕生日から紐解くあなたに必要なエネルギー色 

お誕生日は、自分がこの世に生まれてきた特別の日です 

生まれてきた日のエネルギーは生涯にわたって、あなたにパワーを与え
てくれます。そしてその日が指し示す色は、あなたがこの世に生まれて
きた役割も教えてくれるのです。 

お誕生日から、あなたが生まれた日の数字（ラッキーナンバー）と魂が
必要としている絶対エネルギーの色（ラッキーカラー）を紐解きます。 

 

１.「まずは早速、解いてみよう！」あなたの生まれた日の数字 

あなたのお誕生日から紐解かれた３つの数字が、あなたのラッキーナン
バーになります。 

【例】 
1984年の3月26日の３つの数字 
◯◯◯ 

◼ １番目の◯は、年の数字を足します。 
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１＋９＋８＋４ 
＝２２ 

２＋２＝４ 

１番目の数字は④です。　　④◯◯ 

◼ ２番目の数字は、月と日を足します。 

１＋１＋２＋7 
＝11 

＝1＋1 
＝２ 
２番目の数字は②です。　　④②◯ 

◼ ３番目の数字は、１番目の数字と２番目の数字を足します。 

④＋②＝６ 

３番目の数字は⑥です。　④②⑥ 

３つの数字が揃いました。 
ラッキーナンバーは、④②⑥です。 

（ラッキーナンバーは、お誕生日の日のパワーを知る数字になります。 
第２章で詳しくお伝えしていますので、そちらをご覧ください。） 

２.あなたの生まれた日の色（ラッキーカラー）を探す 

次に色の早見表を使って④②⑥をみると、導き出される色は黄色です。 
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2020年11月27日生まれの方の 

ラッキーナンバーは、④②⑥ 
ラッキーカラーは、黄色です。 

ラッキーカラーは、あなたの魂が成長するために必要としているエネル
ギーの色です。あなたに絶対的なパワーをもたらします。 

あなたのラッキカラーは何色でしたか？ 

自分の色を好きな方もそうでない方もいらっしゃると思いますが、絶対
必要とされているエネルギーの色なので、お守りのように好きな色合い
を見つけ１つは手元の持っていて下さいね。 

３.４つの色から読み解く生まれてきた役割 

ラッキーナンバーの３つの数字から導き出す４つのラッキーカラー
（緑・黄・赤・青）は、あなたの生まれてきた役割とそれを果たすため
に必要なエネルギーを表します。 
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『癒しの役割』緑の力 

「緑色のあなたは、木々の緑。グリーンエネルギーで、魂が輝きま
す。」 

自然の木々・草花のエネルギーが源です。役割は世の中の“調和・癒し”
です。緑パワーが深まれば平和で安全・安心な世が保たれます。また健
康や癒しの作用も緑のエネルギーが多く作用します。 

世の中が争いなく、人々が満たされ安らかな状態であることが緑の役割
で魂の喜びです。 
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『勇気の役割』黄の力 

「黄色のあなたは、太陽の黄。イエローエネルギーで、魂が輝きま
す。」 

太陽の煌めく光のエネルギーが源です。役割は世の中に“勇気”を与える
ことです。新しいものにチャレンジしたり、失敗を恐れずに進む力、一
歩踏み出す勇気が未来を作り発展します。 

人々が勇気を持ち、不安や恐怖心を持たず、何事にも前向きにたち向か
えることが、黄色の役割であり魂の喜びです。 
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『情熱の役割』赤の力 

「赤色のあなたは、火の赤。レッドエネルギー、情熱の炎で、魂が輝き
ます。」 

火のエネルギーが源です。役割は世の中に“情熱”を与えることです。情
熱を持って物事に取り組まないと継続はあり得ません。情熱が継続を産
み情熱が人の心に灯火を点けます。 

人々が情熱を持ち世の中が活気づく事が赤色のあなたの役割で、魂が一
番喜ぶ事です。 
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『思考の役割』青の力 

「青色のあなたは、空と海の青。ブルーエネルギーで、魂が輝きま
す。」 

水のエネルギーが源です。役割は世の中の“思考”を司ります。上質な思
考能力は世の中を発展と繁栄に導きます。思考無くして世の発展はあり
ません。 

世の中の争いや問題を静かな湖面のごとく納め、世の中が変わる時には
最先端で新し物事を創り上げる！それが青の方の役割であり魂の喜ぶこ
とです。 
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４.４つの色から特徴を読む 

 

【緑の方の特徴】 

緑の方は、理論整然と筋が取っている考え方・話し方をします。 

安易に決めたことは、よくよく考えたら最初の考えと違っていたという
こともありますが、よく考え何度も考えに考えた末の答えは誰でも納得
する完璧なものです。 

ですので緑の方の出した最終決定は完璧で、意見として通りやすいで
す。 

緑の方は、一度どっしりと根付くと巨木のようにビクともしません。人
によってはしなやかになびく細木もありますが風に吹かれても折れもせ
ず「どこ吹く風」です。 

公園・森・山など緑が多いい所でパワーチャージ。 
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緑の人がエネルギーを充実していると協調性が増し、人の癒しや支えに
なります。 

職業的にも医療関係・介護関係・カイロやアロマなどの人の健康に従事
者が多いいです。人に教えることも得意なので教師や講師も最適です。 

図の緑の枠の中は、上から何を持つとパワーアップできるか、気をつけ
ること、動物に例えるとです。 

緑の方は、「悟」悟る心を持つと器が広がりレベルアップします。 

悟る心とは、表面だけを見て決めるのではなくあらゆる角度、自分でな
い人の目線で物事を見て考え気づくことです。それができると人の気持
ちにも添え人間的に深みを増します。 

「八方美人」になってしまうと誰にでも合わせられますが、誰でもに合
わせてしまうと言っていることに矛盾が生じ、人との付き合いから遠ざ
かるようになってしまいます。 

人との付き合いで磨かれ、人に与えたものが巡り巡って帰ってきます。 

「牛」牛というのは反芻動物です。食べ物を食べる時、一度飲み込んだ
ものを再び口の中に戻し、再びよく噛んで飲み込みます。 

緑の方の考え方がこれに似ています。 

一度飲み込んだものを「いや待てよ！」と考え始めます。自分が納得す
るまで何度でも何度でも、ですから約束など決める前にしてしまうとド
タキャンもあります。 

返事はしていても本人の中では決まってなかったのです。しかし決めて
しまったことに対しては頑固に貫き通します。 
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物事を進めるときは最初によく考え、最後まで決めてしまってから動き
出すことをお勧めします。「計画を立てる」ということです。 

実力者・自信家が多く、語ることやることは間違わず理性的で理論的で
す。 

上手くいっていないと感じるときは何かしら自分に反省する点はなかっ
たのかをチェックし、少数派や弱者の目線で見ることも時には大切で
す。 

「悟性」を持った緑の方は、世の中に平和と調和をもたらします。そう
いう緑の方が、１人いるだけで場の空気が柔らかくなったり、人と人を
結び付けたりします。 

世の中の緑のエネルギーを高くすることが１番の使命になります。その
ためにはエネルギーを高く持ち“人々の癒しや助けになることです” 
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【黄の方の特徴】 

黄色の方は、単純で面白い！と自分が感じたものに飛びつきます。物事
を決める時も長く考えるのは苦手です。その時の直感で決めます。です
ので、感覚的に「違ったな」と思うと興味が無くなり、興味を失くした
ものには振り返りません。 

太陽からパワーチャージ！をします。 

紫外線は危険なので長時間浴びることは控えましょう。その代わりイ
メージを大切にしましょう。 

「天に向かって両手を広げ背伸びをして太陽の光を思い描いてくださ
い。」どこででもチャージ完了です。 

黄色の方がエネルギーを充実させると突進力・機動力、人が怖がるよう
なことでも飛び込みます。 
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同じことを継続することが苦手なので、同じ仕事の中でも色々変化に飛
んでるものが向いています。 

黄色の枠の中は、上から何を持つとパワーアップできるか、気をつける
こと、動物に例えるとです。 

黄色の方は「勇気」がポイントです。 

勇気を持てるか持てないかで人生が変わってきます。 

勇気りんりんどこへでも飛び込む黄色さんですが、その分失敗すること
も多く、失敗の回数が多かったり取り返しがつかないと思うくらいの失
敗をしてしまうと、立ち直れずに引きこもりやうつ病になってしまいま
す。 

太陽は、曇りや雨の日は全く手が届かない存在になってしまうのです。 

４色の中で１番精神面を鍛える必要があります。 

「失敗は成功の元」「失敗の数だけ成功に近づく」「失敗なき人に成功
はない」失敗を笑って楽しめちゃうくらいの図太さを持ちましょう。 

「貪り（むさぼり）」は調子に乗るとどこまでもいってしまう黄色の方
への忠告です。また「もっともっと」が止まらず、どこまでいっても満
足感を得れないと苦しくなります。 

調子に乗ると周りも見えなくなります。「足るを知る」「地に足をつけ
る」「周りを見る」「俯瞰する」ことが大切です。 

「獅子」は周りを気にせず一人どっしりと寝そべってのイメージもあり
ますが、オズの魔法使いで登場する「勇気を無くしたライオンさん」ま
さに「勇気」は黄色の方の上手に生き抜く「鍵」なのです。 
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左下の律法は、周りからは破天荒に思えるの黄色の方ですが、自分ルー
ルやこだわりを持っていてそれに対しては忠実です。 

思いもよらず礼儀正しかったり、思いもよらず時間厳守だったり意外な
一面を見せてくれます。 

こんな黄色の方ですが、勇気が持てなかったり辛抱が足らなかったり自
分のルールを守れないと、自己否定の塊になってしまい上手くエネル
ギーが循環しなくなります。そんなときは継続できる「良い習慣」を実
践していくことで自信が戻ります。 

何よりも勇気を持ってチャレンジし決めたことを続けていくことが大切
です。そんな姿が周りに勇気を与え自分の価値を高めます。 
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【赤の方の特徴】 

赤の方は情熱の人です。これと決めたものはとことん大好きになり、周
りにもわかって欲しくて熱く語ります。 

「熱量高い！」と感じる方は大抵「赤の方」です。赤は感情をつかさどっ
ていますので、４色の中で１番「喜怒哀楽」が激しいです。 

熱い情熱を「怒る」ことでなく「喜ぶ」ことに向けてください。 

赤の方のエネルギーチャージは、「人」です。人がたくさん居る場所に
身を置くことです。たくさんの人の中で能力を発揮することができま
す。 

地域の取りまとめ役、組織や会社の中で人を取りまとめることが役割に
なります。 
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エネルギー不足と思ったときは、アロマキャンドルなどがオススメで
す。 

今の時代、火を見ることが少なくなりました。眠りにつく前に部屋の電
気を消し人工の明かりはシャットアウト、少しの間暖かい火のゆらめき
と香りに癒されて心と体のパワーチャージをして下さいね。 

赤の枠の中は、上から何を持つとパワーアップできるか、気をつけるこ
と、動物に例えるとです。 

「努力」赤の方は１に努力２に努力です。 

何かと人前に立ったりリーダーになりやすいので、実力不足だとしんど
くなりエネルギーが弱まります。 

また人情家でもありますので人の荷物も背負い込むことも多いいです。 

力がないと自分も潰れてしまいます。潰れると『怒り」自分への怒り・
他者への怒り・社会への怒り、赤の方の怒りは膨れ上がり、時に業火に
なります。 

人間関係・生活基盤、全てを焼き尽くしてもおさまりません。 

怒りが出てきたときは自分で気をつけて下さい。「怒りチェック」をオ
ススメします。 

周りに怒りを吐き出す前に「何に怒っているのか？」「本当はどうなり
たいのか？どうしたいのか？」自問自答することで、出てくる言葉・答
えが変わってきます。 

暖かな焚き火や暖炉は人を癒しますが、全てを焼き尽くす大火事は好ま
れません。ぜひ暖かな火で人を優しく包み込む赤の方になってくださ
い。 
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今の世は「情熱」が足りてないように思われます。 

「人」赤の方は動物に例えても「人」です。 

人と語り人と泣き笑い、分かち合う。 

「人は一人では生きられません」「十人十色！様々な人がいます。」「喜
怒哀楽！泣いて笑って」「人は人でしか磨かれません」たくさんの人と
出会いが、人生を豊かにしてくれます。 

開運ポイントは、明るく楽しいことに心を向け、生きることです。いつ
も心を明るい方に向けて下さい。くれぐれも怒りにとらわれないよう気
をつけて下さい。 
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【青の方の特徴】 

青の方は、世の中の思考の役割をおっています。知性的で感情的になら
ず何事も冷静に対処する力を持っています。 

水のようにとらえどころがなくミステリアスな雰囲気を持っています。
一見冷たそうにも見えますが、頼まれごとは断れず嘘も苦手なお人好し
だったりします。 

青の方のエネルギーチャージは水です。 

海や川・湖はもちろん、雨になる水を貯める空もパワーの源になりま
す。 

疲れたときは小川のせせらぎなどを聞くと癒し効果抜群です。 
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頭を使う仕事につくことが多いい青の方、真っ青なお空のときは５秒間
チャージ！見つめることで身体中に青のパワーが充電され、思考力に磨
きがかかります。 

青の枠の中は、上から何を持つとパワーアップできるか、気をつけるこ
と、動物に例えるとです。 

「智恵」正しく物事を認識し判断する能力。 

青の方には智恵が求められます。青の方が判断を誤ると世の中が間違っ
た方向へ進むからです。 

智恵・頭脳・化学、２０世紀はまさに化学の進歩で人類が数千万年かけ
て進歩してきたことをたった100年で塗り替えたと言われています。 

青の方の頭脳はまさに様々な変化の大元になります。 

「愚痴」気をつけるのは愚痴が出てきた青の方の頭の中です。 
愚痴が出てきた青の方の魂はどこか歪みがきています。 

自分の仕事・家庭、置かれている環境どこかに不具合があるはずです。
一度頭の中をリセットして新たな思考を構築、「本当は何を望んでいる
のか？」「どうなりたいのか？」進むべき道を初心に戻り、よくなるた
めにの取り組みを始めましょう。 

「人の真価はうまくいっていない時にこそわかるものです。」そんな
時、青の方の価値が問われます。 

動物に例えると青の方は「鷲」です。大空をゆうゆうと１羽で飛んで大
空から地上を広く見渡すイメージです。 

青の方は、どんなときも１歩離れ全体を見渡し思考する能力が問われま
す。矛盾なく全てを見極め、その高い智性を世のためにお役立てくださ
い 
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５.色エネルギーのプラスとマイナス 

エネルギーが低下したり不完全燃焼を起こすと、マイナスの面が強まり
ます。 

自分でラッキーカラーを読み解き、自分の周りを見ていると同じ色の人
でもこんなに違うのかと思う時があります。数字が３つありますし、色
で見ても薄い色から濃い色まで！混ざり具合も明るさもくすみも人様々
でしょう。 

いずれにしろ「各色のマイナス面に書かれている面が強く出ている！」
そんな時は回路がうまく繋がっていません。 

もともとは良い部分が必要とされ、みんなに備わっているのです。 

自分自身でチェックしてうまく回っていないと感じた時は、第5章を読
んで自分にあった方法で、エネルギーをチャージしてくださいね。 
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【緑のプラス】　　　　　　　　　　　【緑のマイナス】 
　　　　　　　　　 
・理論的　　　　　　　　　　　　　　・屁理屈か多い 
・話がわかりやすい　　　　　　　　　・話が小難しい 
・教えるのが上手　　　　　　　　　　・上から目線 
・社会的　　　　　　　　　　　　　　・融通がきかない 
　　 

【黄のプラス】　　　　　　　　　　　【黄のマイナス】 
　　　　　　 
・きやすい　　　　　　　　　　　　　・馴れ馴れしい 
・単純　　　　　　　　　　　　　　　・考えなし 
・場を明るくする　　　　　　　　　　・空気を読まない 
・チャレンジ精神　　　　　　　　　　・臆病になる 
・細かいことは気にしない　　　　　　・大雑把 

【赤のプラス】　　　　　　　　　　　【赤のマイナス】 
　　　　　　　　 
・人懐っこい　　　　　　　　　　　　・干渉してくる　 
・感情豊か　　　　　　　　　　　　　・喜怒哀楽が激しい 
・努力の人　　　　　　　　　　　　　・諦めが悪い 
・皆を導く　　　　　　　　　　　　　・威圧的 

【青のプラス】　　　　　　　　　　　【青のマイナス】 
　　　　 
・思慮深い　　　　　　　　　　　　　・消極的 
・冷静　　　　　　　　　　　　　　　・冷たく感じさせる 
・無口　　　　　　　　　　　　　　　・知恵者　　 
・愚痴　　　　　　　　　　　　　　　・上手く誤魔化す 
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【マイナスの取り扱いに気をつけましょう！】 

色々読み解いていくと、目で見ている以上にたくさんの事がわかってき
ます。誰でも鑑定師になれてしまうのです。 

だからこそ、いつでも相手にエネルギーを与える気持ちを忘れないよう
にしましょう 

マイナス面は、相手が望んでいるのなら気をつけるポイントとして役に
立ちますが、望んでいない相手に必要以上に決めつけで話すとありがた
迷惑、良い結果をうみません。 

また自分自身も相手に対して悪い面ばかり見てしまうと、良い部分・大
切部分が見えなくなってしまいます。 

【プラスとマイナス】は、自分自身のエネルギーの低下を見直す場合に
はとても有効なので自分への問いかけに使ってください。 

自分のエネルギーが下がってるなと感じたら、あまり落ち込まないうち
にエネルギーチャージをしましょう。普段から自分に１番合っている方
法を知っておくと簡単です。 

また相手のエネルギーが下がっていると感じたときは、エネルギーが上
がるような言葉や態度で気遣えると、あなたも素敵な魂色セラピストで
す。 
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第２章　エネルギーの流れから知る人間関係 

前章で自分が持つエネルギーがお解りになったと思います。 

自分の持つエネルギーがわかったら、今度は自分の周りの人のエネル
ギーを調べてみましょう。 

家族・友達・恋人・親戚・仕事関係の人・趣味の仲間にご近所さん。人
によって、エネルギーの大きさ色の濃さ・輝きは違っても誰もがエネル
ギーを持っています。 

そしてそのエネルギーには、流れがあります。 

「流れに従うと全ては、上手く回る」 

みなさんがお持ちのエネルギーには流れがあります。 
緑➡黄➡赤➡青と流れ、また　緑に戻ります。 

エネルギーの流れも、川の流れを想像してもらうとわかりやすいです。 

自分からの流れが➡方向の人に、ものを頼んだり自分の考えをわかって
もらうのは大変伝わりやすく、逆の人・つながっていない人には伝わり
にくいです。 

エネルギーの大きさでも違いますが、逆に伝えようとすると、倍のエネ
ルギーが必要です。 
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エネルギーは、上図のように循環しています。 

「４色が揃うと何事も上手く回る」 

「場の雰囲気が良い」などと言いますが、まさに４色揃いクルクル回っ
て流れている時がその状態です。 

勢いがつくと、回りながら上昇気流が起こっています。 

その気流に乗ると驚くほど何事もスムーズに進むので、信じられないこ
とや思っても見てなかった幸運に見舞われるのです。 

逆にギクシャク回っている時は空気が重く色がくすんでいたりします。 
乱気流に直下降です。そんな場所からは、自分のエネルギーがなくなる
前に離れなければなりません。 
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あなたの職場や学校、家庭内でのエネルギーの流れは？ 

流そうとする人からの流れに沿っていると、大変スムーズです。 

エネルギーの矢印はどちらを向いてますか？ 

【指示や注意、お願い事、上司や先生・親の言葉がよく入ります】 

上司　→   部下 
先生　→   生徒　　 
親　　→   子 

【上司・先生・親のエネルギーが高くないと、言葉が入らない】 

部下　→   上司 
生徒　→   先生　　    
子　　→   親　　　　　　　 

子どもがいうことを聞かない。 
どうしても苦手な生徒がいる。 
部下をうまく扱えないなどの悩みの８割は、このパターンです。 

自分が悪いのでは？と悩まれている方もいらっしゃいますが、そもそも
入りづらいのですから、入らなくて当たり前なのです。 
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例えば親が【黄】で、子供が【緑】 

 

【黄の親】は、自分自身が細々支持されたり干渉されたりすることを嫌
います。ですから人に指示するときも、大雑把です。 

子供に部屋の片付けをうながすのにも、言う日と言わない日がありま
す。 

促し方も、「早く片付けて！」「遅いんだから！」と抽象的で具体的な
指示は苦手です。 

【緑の子供】は納得しないと動かないので、 
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「昨日は言わなかったのに・・・」 
「なんで早く片付けなくちゃいけないの？」 
「どこに何を？」 

などなど、疑問符「？」がいっぱいで動けません。 

そうなると、 

「うちの子、全然片付けない」 
「できが悪くって！」 

そういう親の言葉や態度でエネルギーを奪われると、 
プライド高い緑の子供は、益々動かなくなる、動けなくなるのです。 

ですから、流れが逆の場合は「伝わりにくいんだ！」と知り、伝わりや
すい人に入ってもらったり、カラーアイテムを使ったり、各色が持つエ
ネルギーの特性を知ることが重要になります。 

はじめから知っていれば、伝わらないことに悩まなくてすむのです。 

いかがでしょうか？自分の周りに話が伝わらない方はいらっしゃいませ
んか？ 

同じ注意をしても反応が違う子供達。いくら言っても話が入っていない
旦那様。 

また、自分のエネルギーが高ければ、色が逆でも入っていきます。 
エネルギーを高く保つことは、良い人間関係を作れるということになる
のです。 

37  tamairo  fortune   



【２人のエネルギがー繋がってない場合の対処法】 

エネルギーが繋がっていない組み合わせ 

【自分が緑】で【相手が赤】 
【自分が赤】で【相手が緑】 
【自分が黄】で【相手が青】 
【自分が青】で【相手が黄】 

上記の組み合わせはエネルギーが繋がっていないので、相手が喜んだり
怒ったりするポイントが理解できません。 

今までなんとなく違うなぁと漠然と思っていた方を『魂色』で読み取り
色が解ると「なんだ！そうだったのか」と納得することがあります。 

違う感覚を持っているんだなと理解できればOKです。 

人は皆１人１人違うものなのです。それを同じと考え判断し勝手に推測
するので、怒ったり不安になったりしなければならないのです。 

そんな感覚が違う方々とも、１歩踏み込んで自然にもっと仲良くなれた
ら素敵ですよね。『魂色』を使った、円滑な人間関係を築く時の方法を
お伝えします。 

誰に対して使うというより普段から使いこなせると、誰とでも負担なく
付き合うことが出来る様になります。 
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１、人と一緒に会う 

３人で会っているときはとても会話が弾むのに、２人だと何故か会話が
途切れる。なんて経験したことありませんか？ 

３人だとエネルギーが繋がっているのに、２人だと離れた状態になって
しまっているのです。 

よく男女の３人組の中の２人がカップルになり、その後別れてもう１人
の方と一緒になるパターンを聞きますが、エネルギーの流れが関係して
います。 

恋愛の感情が盛り上がっているときは、エネルギーも高いのでさほど感
じませんが、少し時がたち落ち着くと、エネルギーが繋がっている方と
の方が心地よいのです。 

【自分】と【相手】のエネルギーを通わせるためには、エネルギーの橋
渡しが必要です。 

橋渡しになる人 

【自分が緑】で【相手が赤】→【黄の人】 
【自分が赤】で【相手が緑】→【青の人】 
【自分が黄】で【相手が青】→【赤の人】 

【自分が青】で【相手が黄】→【緑の人】 
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２、カラーアイテムを使う 

人のエネルギーに頼れないときは、カラーアイテムも有効です。 

特に家庭内や職場など、決まった場所で会う人とのエネルギーが繋がっ
てなければ、間の色のアイテムをみんなが集まる場所や使うものに取り
入れて使いましょう。 

家族４人のラッキーカラーを出して、青の人がいなかったとします。 

そしたら、何かみんなが使うものを、１つ青にしましょう。 
例えば、みんながよくいる居間に青いクッションを置くとか、風呂場の
マットを青にしたりします。 

簡単なことですが、家族のエネルギーが変わってきます。 

３、各色のエネルギーを持つ人の特性を知る。 

【緑の人】 

人に教えたり頼られたりすることを好みます。 
助けを求め、どれだけ助かったかを伝えることで、動きが違います。 

お願いするときは、内容を細かく指示するより、お願いしなくてはなら
ない理由を話して、自分で考えて動いてもらうと頼りになります。 
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【黄の人】 

面白いこと、楽しいことに集まります。 

難しいことや、雰囲気が悪いといつのまにか姿を消しますので、仕事や
勉強、お手伝いでも楽しさがあることが重要です。 

ゲーム性を持たせることで、実力以上のものを出してきます。 

【赤の人】 

人と一緒に集うことを好みます。 

仕事や勉強でも１人でするより、チームでやりたい。一緒に成長する人
がいることで伸びます。 

話をよく聞いてもらいたい人なので、まずはよく聴いてあげることが人
間関係を作ります。 

【青の人】 

言葉にしなくても、多くを見渡し沢山の考えを持っています。 

あれこれ指図されることを嫌うので、そっと寄り添い気にかけているこ
とを伝えましょう。 

心を開いた人には、意外な顔を見せてくれます。 
黙々と自分のペースで自分のするべきことをやっています。 

集団の中でも、なぜか１人の時を持っているのが青の方です。 
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４、自分のエネルギーを高く保つ。 

第５章でお伝えしている実践法を取り入れ、自分のエネルギーを高く保
ちましょう。魂をくすみ無く磨いているとマイナスのエネルギーを寄せ
つけなくなります。 

マイナスを寄せ付けないと言うことは、問題や悩みからも遠ざかってい
くので、毎日がご機嫌に過ごせます。 

【エネルギーをうまく使うと人間関係も上手く回る】 

１、ラッキーカラーの流れでみる相性と使命 

【緑の人】→【黄の人】 

緑の人の筋が通った論理的な話が、黄色の人は大好きです。 

黄色の人は、数字や比較、具体的で理解しやすい話をしてもらうと、相
手に尊敬や憧れが生まれます。 

自分自身は「だいたい」「これくらい」「あれが・・・それが・・・」
と抽象的な言葉が多い分、緑の方のしっかりとした理論や体験に基づい
た話は納得できるのです。 

青の人から得た情報をより多くの人に理解してもらい、世の中に広める
使命を持った緑の人。 

そのエネルギーを１番受け取ることができるのが黄の人なのです。 

緑の人も、よく話を聞いてくれる黄の人に悪い印象は持ちません。 
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【黄の人】→【赤の人】 

黄色の人の話は、理想的で抽象度が高いです。 

その分、話が大きく面白みを持たせて話すので、赤の人は黄色の人の話
を聞くとワクワクします。 

いつも明るい太陽のエネルギーを持つ黄色の人は、明るさが好きな赤の
人に好まれるのです。 

緑の人から受け取ったエネルギーに勇気を加え、世の中を太陽のように
照らす使命を持っている黄の人。 

熱い心でそのエネルギーを受け取ることができるのが赤の人になりま
す。黄色の人も、理想の話を真剣に聞いてくれる赤の人には話しやすく
親しみを覚えます。 

【赤の人】→【青の人】 

赤の人は、明るく人好きのする楽しい方です。 

自分が情熱を傾けたものには、一生懸命で一途です。 
人に理解してもらいたい。一緒にやりたい。一緒に成長したい思いが強
いのです。 

黄の人から受け取った勇気に、情熱をかけ行動に移すことが赤の人の使
命です。 

そんな、一途に損得考えず情熱を傾ける赤の人を感嘆し、応援をしたく
なるのが青の人です。 

赤の人も、１を話せば10を理解してくれる青の人には一目を置いていま
す。 
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【青の人】→【緑の人】 

青の人は、頭が良く冷静。他人との間に薄いバリアがあります。 

そのバリアは、薄いのですが青の人をしっかり守っているように丈夫で
す。孤高の鷲。青の人はミステリアスな部分を持っているのです。 

知識をひけらかしたり人の前に立とうとしなくても、知恵の泉は青の方
から溢れています。 

無から有を生み出す。仕組みや機械・科学、文明を作っていくのに青の
人の叡智は欠かせません。 

世の中に考えでものを生み出す使命を追っているのが青の方です。 

そんな青の人のエネルギーを強くキャッチし多くの人に広めるのが、緑
の人です。 

青の人も、自分の考えをよりわかりやすく世間に広めてくれる緑の人と
いると親しみを覚えます。 
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２、得意な人と協力する 

得意な人と協力することで相乗効果が出ます。 

つい、できないことを一生懸命やろうとしてしまいますが、得意な人が
やったほうが時間も短く、要領も出来も良いものができます。 

作る過程を楽しむのなら自分１人もありですが、何か大きな物事を起こ
そうと思ったら、人は一人で事を成しえないようにできています。 

必ず誰かの協力が必要ですし、協力する人が準備されています。 
過去の成功者も、必ず「助け手」がいるのです。 

ですから、もし何かをやろうと思ったら、自分自身を磨くことはもちろ
んですが、協力者との出会いが大切なものとなります。 

新しく出会うのか？ 

それとも今まで出会った人の中にいるのか？ 

協力者は、エネルギーが繋がっている方です。 
もし離れた方なら、橋渡しの人が必ずいます。 

物事を始める時には「誰と組んでやるのか！」も１つの鍵になります。 
周りを見回してみましょう！ 
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３、協力で得られる倍々パワー 

協力者は１人ではないかもしれません。 
１人が１人を呼び、どんどん繋がっていきます。 

エネルギーは広がりをみせ、あなただけの物語はいろんな方の物語へと
続いていくのです。 

そう思うと、人１人のパワー、自分のパワーが強くなくても、いいので
す。 

エネルギーが満ち溢れ、パワーあるものしか成功できないと思われがち
ですが、誰でもが人生の主役で、望めばどんな舞台にでも立てるので
す。 

４、苦手な人も嫌いにならなくてよい 

なんとなく苦手だな・・・思っていた人のラッキーカラーを調べると繋
がってなかったりします。 

知ることで「そうなんだ」と思えるのです。 
エネルギーの性質が違っているだけで、知れば・慣れれば、大丈夫。 

ひょっとして人生のエッセンスとして、あなたの人生物語に登場してく
れた人かも知れません。 
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人生に出会う人の中には、出会いたくなかったと思えるほど意地悪な人
や、わけのわからない人もいます。 

しかし大抵の物語や小説にそんな登場人物はいます。あなたの物語を深
みあるものにするためあえて悪役を演じてくれている縁ある魂かもしれ
ません。 

橋渡しの人がいれば、何かをやり遂げる仲間の１人かも！ と違う目線
でみると、案外な一面を見られるかもしれません。 

５、循環させることでエネルギーの力が高まります。 

クルクル回っているときは、エネルギーが４色揃って充実した状態にな
ります。 

循環することで更に上昇気流が生まれます。 

循環するときは、お互いがお互いを認め合っているときです。 
相手の良いところに焦点を当てましょう。 

自分に対しても、できないことに目を向けるより出来ることに注目しま
しょう。 

一緒に成長する仲間を持つことで、みんなが成長できます。 
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第３章　数字が教えてくれる本来の自分 

【あなたが持つ性質、磨くべき得意分野が隠されている３つの数字】 

お誕生日から導き出される３つの数字は、あなたが人として生まれてこ
ようと考えた時、現世で自分の魂の使命を果たすために！より魂を輝か
せるために！必要とした能力です。 

得意な能力に磨きをかけ、さらに洗練させよう！のパターンと、今まで
やって来なかった分野にチャレンジしてみようとの、２パターンがあり
ます。 

ですから、やり始めると驚くほど直ぐに上達する方と、本当に魂が求め
ているの？と疑いたくなる程得意と言えない方がいらっしゃいます。 

ただ、不得意と感じた方も、はじめは得意ではないかもしれませんが、
魂の自分が磨くと決めた分野なので、心がけると魂が満足し輝きが増し
ます。 

何かを探している方は、自分の能力を読み解き経験したことないことに
チャレンジすることは、人生に変化をもたらします。 

また今進めているビジネスや学びに自分の隠された能力をプラスするこ
とで、飛躍的な進歩が訪れます。 

ぜひ、試してみてくださいね。 
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【３つの数字からあなたの能力を紐解く】 

数字が示す意味と色。数字の周りに８つのキーワードを配置しています
ので、ご自身に当てはめインスピレーションを膨らませてください。 

同じ数字を２つお持ちの方は、倍の才能が隠されているということで
す。 

 

１【白光色】

宇宙の誕生、爆発で起きる発光エネルギーの色です。ですから単色の色
として表すのは難しいので、あえて言うなら白銀です。

物事の大元・始まり、“源”を表します。 

リーダー的な力の発現。統一や統合の性質を持っています。 
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他の力を増幅させる強いエネルギーを持っているので、自分の数字に１
を持つ人は強い意志で自分と言うものを持っていたり、己が持っている
力のパワーアップでその道のスペシャリストになることが可能です。

一度決めると、その時の推進力や行動力は目を見張るものがあります。 

 

２【赤】 
赤のエネルギーを示します。人の感情を表すエネルギーです。 

赤枠の中は、上から順に赤の力を持つ人のキーポイント・気をつける
事・動物に例えると！を表しています。 

２の数字を持っている人は、“努力”する人としない人で赤の輝きが全く
違ってくるので、同じ人でも努力している時としていない時で印象がか
なり違います。 
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２の数字を持つ人は“怒り”に要注意です。特に１番目の数字が２の人と
ラッキーカラーが赤色の人は最大級要注意です。 

人に怒るだけでなく、自分自身や世の中に怒りを向けると、怒りが止め
られずいつもイライラ、何かに怒っている状態になります。 

左下に「火」とありますが、まさに怒りにとらわれると火事のように人
間関係を焼き尽くします。 

火力を加減して暖かい火を灯すようにし心がけましょう。すると焚き火
に人が集まるように２の人の周りは人で一杯になります。 

「怒り」が「情熱」に変わると、感動を人々に与え、困難に負けず、人
に情熱の火を灯す熱い心を持った人になるのです。 

２の数字は“人”を表します。一人では立っていられない。人は２人、よ
り添いあうことから始まります。 

２の数字を持つ人は、人と分かち合い明るく楽しく過ごせる時間を作る
と魂が喜びます。自分が喜ぶことを意識し実行してください。 

明快な感情を持ち人と関係を結んでいくと２の数字力が最大限に発揮で
きます。 
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３【オレンジ】 
オレンジのエネルギーを示します。人の肉体・五感全体を表すエネル
ギーです。 

五感とは、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚。この感覚が人より鋭いので
すから、３の数字を持っている人は全てにおいて鋭いです。 

オレンジは、赤と黄色の中間色で器用さを表しています。

器用と言うのは、手先の器用さだけにとどまらず、運動・文学・芸術、
その道の一流の方々が持つものです。

自分の数字に３を持つ人は、自分がときめくものに早め早めにチャレン
ジして、自分に合うものに出合う努力をしましょう。
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時間を惜しまず精進すると、その道の一流になれます。芸術性・クリエ
イティブな職業あらゆる分野で活躍します。 

今はハンドメイドブームもあり家で様々なものを作られる方も多いいで
すが、そんな方々にも３の数字が入っている方が多いいです。 

３の数字と１の数字が合わさると更に瞬発力だったり、器用さだった
り、感覚が鋭くなります。 
  

 

４【黄】 
黄のエネルギーを示します。人の勇気を表すエネルギーです。 

４の数字が表す黄色は太陽の光輝く色です。

お天気に左右されるので、気分屋に思われがちです。曇りの日も雨の日
も、自分の奥底にある輝きを意識する事が大切です。

53  tamairo  fortune   



黄枠の中は、上から順に黄の力を持つ人のキーポイント・気をつける
事・動物に例えると！を表しています。

“勇気”ある行動を取れる精神を持つことが大切です。“貪り”とあるのは
「足るを知る」と言うことです。

“獅子”はどんな時でも悠々としている百獣の王をあらわしています。

性質的には心と本能を表します。

自分の数字に４の数字を持つ人は、単純で悪気なく思った事をそのまま
口にしてしまうので、誤解されてしまう事もあります。心を強く持ち、
他人や世論に動じない芯を作ることがなにより肝心です。

場にエネルギーの高い黄色の方が１人居ると人に勇気を与え、一歩の後
押しが出来ます。 
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5【緑】 
緑のエネルギーを示します。調和を表します。

緑は木々の色。癒しを与えます。

１～９の数字の真ん中でもある５の数字は、調和と安定を表していま
す。

自分の数字に５を持つ人は、エネルギーがプラスに働くと周りに癒しと
調和と安定を与えているので、どこに行っても歓迎されます。

大自然の豊かさそのまま懐を広く持ち、“癒し”や“豊かさ”で多くの方を
包んで下さい。人にしてあげたことが巡り巡って自分に戻ってくる特性
を持っています。
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緑枠の中は、上から順に緑の色を持つ人のキーポイント・気をつける
事・動物に例えると！を表しています。 

緑の数字５を持つ人は、“悟”が大切です。世の中の仕組みを悟ること
で、自分の器がひと回りもふた回りも広がります。逆に言うと、悟ろう
としない限りは広がりません。自分の中の枠にとらわれない生き方が必
要です。 

“八方美人”は人気者になると、自然と誰にも嫌われない態度をとるの
で、自分の中で話していることに矛盾を感じます。また調和をもたらす
力が逆に作用して人間関係を崩してしまいます。誰にでもの良い顔はほ
どほどに！大切なものを決めましょう。 

動物の“牛”は反芻動物を表しています。１度咀嚼し更に２度３度と考
え、何度も考え抜いた上に答えを出すのです。 

５の数字を持つ人は、弁も立つので中々意見してくる人は少ないです。
そのため自分自身で自分を見つめ直す時間が大切です。 

緑の人には、思考→行動→結果→反省→思考と、回す部分の特に反省が
大切です。自分で自主的に出来るか！ 人から指摘された時素直に聞け
るか！ が重要になります。 
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６【青】 

青のエネルギーを示します。

空と海、水の色。どこまで続く空に海、無限の思考を表しています。

自分の数字に６を持つ人は、頭で考え込んで動けなくなることも多いい
ようです。

自分の思考を大空に放ち、悠々と飛ぶ鷲の様に広い視野を身につける事
で、沢山の可能性が見えてきます。

青枠の中は、上から順に青の人のキーポイント・気をつける事・動物に
例えると！を表しています。 
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“智恵”は単に勉強ができることではなく、広く見渡す心のあり方も表し
ています。 

“愚痴”が出るときは近くしか見ていません。目の前のことではなく先を
考えられる思考を養いましょう。 

動物は、広い空を悠々と飛ぶ鷲です。物事を人と違う視点、高い空から
見渡し全てを見通す目を持っています。 

 

7【藍】 

藍色のエネルギーを示します。藍＝愛　愛情を表しています。愛情に付
随して、生きていく上で必要なお金や社会性なども一緒です。
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自分の数字に７を持つ人は、金運に恵まれています。

しかしその金運は、その方のうつわ分です。

得てして７の数字を持つ方は、やりくり上手で少ない金額でも上手に回
している方が多いです。

それ以上は、明確に望んでいないと、金運は使えず「たまらない」と言
うことです。

自分が成長するための、目的ある資金作りとお金の入り口をf増やすこ
とをを計画的に行いましょう。

また「政治」「経済」と世の中の仕組みづくりにも携わる能力がありま
す。 

そのためには自ら進んでの勉強を心がけてください。入ってきたお金を
自らの成長に回すと金運が財運にレベルアップします。 
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8【紫】 
紫のエネルギーを示します。精神エネルギー世界との扉を表していま
す。

紫色は古来より高貴な色とされてきました。それは生身と魂の区別でも
あります。

生身には必ず「欲」がついて回るので８の扉でそれを流します。

自分の数字に８を持つ人は、コミュニケーション能力が高く、どんな場
所にもスルリと溶け込んでしまいます。

沢山の情報が集まってきて自分からの発信能力も高いので、入ってきた
情報の真偽を見極める目を持ち、情報に踊らされない事が、開運の鍵で
す。 
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９【光色】 

金色のエネルギーを示します。精神世界の、眩い光の色です。

エネルギー世界の色ですから、現世の色として表すのは難しいです。あ
えて言うなら金色です。

自分の数字に９を持つ人は、人と見ている視点が違うので、周りから
ちょっと変わっている人として見られているかもしれません。

自分の考えにブレがないです。（もしブレていると感じたら魂の輝きが
曇っています。ケアしましょう）
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上手に生きている人は、信念を変えずに上手に笑って流せます。

上手に流せない人は、対立して頑固や変わり者レッテルを貼られます
が、「人は人、自分は自分」と割り切れる強い心を持っているので、自
分感覚の心地よい居場所をコツコツと創り上げます。

周りと共有すると高いエネルギーを生むことができるので、自分だけで
はなく周りの方の次元も上がります。 

いかがでしたか？ 

自分の３つのラッキーナンバーに当てはめて、思いつくことはありまし
たか？ 

数字の周りにある、８つのキーワードに何かピン！と響くものがありま
したら、直ぐに始めてください。 

時間は限りあるものです。 

自分が得意と思われるもの、魂が求めているものの習得に時間とお金を
使ってください。 

なんでも10年やり続けるとプロになれるといいますが、得意を10年と不
得意を10年、結果は歴然です。 
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また、不得意なものは継続が難しく、続けられないと自信をなくし、エ
ネルギーが低下します。 

不得意なものをどうしても極めたいのなら、自信が持てるものを１つ極
めたあとがおすすめです。 

１つ柱があると、少々のことでは折れませんし、気持ちが楽です。 
楽な気持ちでチャレンジするので、エネルギーは減りません。 

ですから、成功する人はなんでも良く出来るようにみられ、運が良いと
言われるのです。 

そうして、柱が何本も経つと、何が起きても倒れづらく、自分だけでな
く人も支えられるようになります。 

また、今やっていることに魂が求めている要素を取り入れると、自分な
りの新しい分野ができ、世の中の役割の１つとして目に見えないたくさ
んの力の応援があります。 

自分が持っている力を最大限に活かしましょう。 
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第４章　３つの数字が示す 
　　　　　　　　今世ソウルメイト/ツインレイ 

第２章でエネルギーによる人間関係の流れをお伝えしましたが、３つの
数字からは今世での魂の結びつきがわかり、運命のソウルメイト・ツイ
ンレイとのご縁を逃さず繋ぐことができます。 

私たちは生まれてくる前に、自分の人生のシナリオを作っています。 

それは魂をより高めるため生まれてきた意味、使命や役割を遂行できる
かということになります。 

生まれた瞬間から魂の意識はなくなるので、人生の様々な場面にヒント
を織り込み、助け手を配置し人生をプロヂュースしているのです。 

ですから、キーポイントととなる人との出会いは、人生においてとても
大切です。それは１回ではなく、様々な物語を用意しているので、いつ
からでも切り替え可能、自分の選択肢で変わるロールプレイングゲーム
のようです。 

主人公は自分。目的は、魂のさらなる輝きを求め『人生を完全制覇』 
満足して魂に戻ることです。 

あの人との出会いがあったから！今がある。 
親子・兄弟・仕事・恋愛・師弟、いろんな人との出会いがあなたの人生
を彩っていきます。 

自分はどんな人と縁を繋いで、どんな関係を築いてきたのでしょう。 
そしてこれから出会う人は、どんな方達でどんな物語を一緒に作るので
しょう？ 

それでは、魂色占いで、紐解いて見ましょう。 
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１、ソウルメイトの関係 

ラッキーナンバーが同じ数字の人は、並び順が違っていても、魂が同じ
役割・同じ方向を向く魂の仲間。ソウルメイトです。 

共通の作り上げるものを見つけると、同じ方向を向きお互いが分かり合
い協力し合える、心強い仲間となります。 

【例えば】 
先日結婚を発表した交際0日カップル、イモトアヤコさんとディレク
ターの石崎さんは、同じラッキーナンバーを持つソウルメイトの関係に
なります。 
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イモトさん、1986年1月12日 

１＋９＋８＋６＝２４ 
２＋４＝６・・・・・⑥ 

１＋１＋２＝４・・・④ 

⑥＋④＝１・・・・・① 

イモトさんの 
ラッキーナンバーは⑥④① 
ラッキーカラーは、黄です。 

石崎ディレクター、1977年11月11日 

１＋９＋７＋７＝２４ 

２＋４＝６・・・・・⑥ 

１＋１＋１＋１＝４・④ 

⑥＋④＝１・・・・・① 

石崎ディレクターの 
ラッキーナンバーは⑥④① 
ラッキーカラーは、黄です。 

お二人とも数字も並びも一緒の⑥④①です。 
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１番目の数字が同じ人は、『自運』という生まれた時から持っている人
生サイクルが同じ人で、運気の回り方が同じで性格的にも似ています。 

ご縁が深い人は、同じ並びでなくても同じ数字を持った人になります。 

３つ数字が同じ人＝似すぎてライバル視していることも 
２つ数字が同じ人＝気が合う人 
１つ数字が同じ人＝少し分かる 

３つとも同じ数字の人はソウルメイト。 

ソウルメイトとは、深い繋がりを持ち生まれてきた魂です。 

『魂』は、生と死を繰り返し、何度も人として生まれてきています。 
同じ時を生きた同じ想いの親しい魂。 

魂色では、同じ役割・同じエネルギーを持ってきている魂と解釈してい
ます。 

 【ソウルメイトの特徴】 

・初対面から他人の気がしない。 
・相手の考えていることがお互い何となくわかる。 
・話が弾む。 
・妙に気になる。 
・好きなものが似ている。 

出会ってすぐに、親しくなります。 
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同じ目標・目的を持っていると、互いに切磋琢磨しますが、似ている分
一度決裂すると激しく傷つけあったりします。 

相手が伸びると自分も一緒に成長できる、良い関係です。 

２、ツインレイの関係 

足して９９９の最強パートナー！ 

お互いの数字を足して【９９９】になる人は、魂を合わせると最強・最
愛になるツインレイです。  

最強の【９９９】の魂が、更なる高みを目指すために、２つの生になり
真逆のものを持ち真逆の生き方をしているのです。 

【例えば】 

芸能人ですと、福山雅治さんと吹石一恵さんの、関係はまさにツインレ
イです。 
　 

福山さんのお誕生日は、1969年2月6日 
吹石さんのお誕生日は、1982年9月28日です。 

福山さんのお誕生日を紐解くと 

１＋９＋６＋９＝２５ 
２＋５＝７・・・・・⑦ 
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２＋６＝８・・・・・⑧ 

⑦＋⑧＝１５ 
１＋５＝６・・・・・⑥ 

福山さんの 
ラッキーナンバーは⑦⑧⑥ 
ラッキーカラーは、青 
吹石さんのお誕生日を紐解くと 

１＋９＋８＋２＝２０ 
２＋０＝２・・・・・② 

９＋２＋８＝１９ 
１＋９＝１０ 
１＋０＝１・・・・・① 

②＋①＝３・・・・・③ 

吹石さんの 
ラッキーナンバーは②①③ 
ラッキーカラーは、赤 

⑦⑧⑥と②①③を足すと 
　７８６ 
＋２１３ 
　９９９ 

【９９９】の関係になります。 

【７８６】のツインレイは、【２１３】 

全く逆の関係だと言うことがわかります。 
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あの２人が一緒になるとは！の意外性のカップルですが、少女漫画や少
年漫画ではよくあるパターンですよね。大嫌いなのに気になるアイツで
す。 

二人がピッタリはまる凸凹の関係になるには、お互いが自分と違うこと
を理解し認め尊敬し合うという、高く深い魂のレベルに達することが必
要です。 

元々とても強い【９９９】の１つの魂が別々に別れて生を受け、生を２
倍経験しようと決めたのです。 

違う環境にいることが多いので、普通の生活だと中々巡り合いません。 

出会ってもお互いの魂の器が広く深くなっていない限り、関わらないか
傷つけ合う存在になってしまうのです。 

全く合わないと思える２つの魂ですが、お互い足りないものを補いガッ
チリはまると大変深く認め合える【最強】の関係になります。  

ツインレイの存在を充分に味わいたいのならば、自分自身の魂を深め輝
かせて下さい。するとツインレイの魂に出会った時はなんとも言えない
感動を味わうことでしょう。 

出会ったあとは、お互いでお互いを磨くような存在になります。自分だ
けでなく相手も成長している必要があります。 

70  tamairo  fortune   



【ツインレイの特徴】 

・非日常的な出会いをします。 
・最初は苦手な存在です。 
・理解不能。 
・気になる存在。 

はじめは良い印象を持ちませんが、段々と気になります。 
全く気が合う気がしませんが、それが逆に魂で魂を磨き合うような存在
になります。 

いつも刺激を与え合える、磁石のN極とS極のような関係。 

３、協力関係を読み解く 

お互いの力を合わせることで、エネルギーが増し新たな力が生まれま
す。 

例えば、良由未は、ラッキーナンバーが【２４６】でしたが、何か社会
的や金銭的に大きく飛躍するときは【５５１】との方の関係が深くなり
ました。 

これは人生に３度あり、出会った【５５１】の方全部です。 

【５５１】の方自体、エネルギーが高いということもありますが、 
【２４６】と【５５１】を足すと【７９７】という数字が出てきます。 
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【７９７】という数字は、ブレがなくどっしりと大地に根をはります。 

９と２つの同じ数字の組み合わせは、直観力・決断力に優れブレませ
ん。芯が入ったしっかりしたものになります。 

「７」という数字は、経済力や社会性に影響し、金運も呼ぶのです。 

1人では難しく感じたりする事も、協力者が寄ると様々な新しいエネル
ギーが湧き上がり、実現可能となるのです。 

４、これからの新しい関係 

自分の周りの人を調べていくと、その人独自の周りに集まってきている
ナンバーが目に止まります。 

私の場合は【２３５】【３２５】の緑の方と縁が深く、気付いたら肩を
並べていろんなことを一緒にやっています。 

人が変わっても気付くと【２３５】か【３２５】の人が側にいるのです。
友人関係で盛り上がるときは大抵この数字が出てきます。 

人生の分岐点に必ず師として出会うナンバー、力付けてくれたり仲間に
多いナンバー、なぜか惹かれてしまうナンバー、これには規則性がない
ので今世で新しく参加してきたメンバーでもあります。 
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自分独自のナンバーがあるので、印象に残る人の生年月日を１人ずつ紐
解いていくと、自分が気にかけるべき相手のナンバーがわかります。 

今後どんな方々と出会うのかも楽しみになります。 

あなたの周りのお誕生日がわかる人のラッキーナンバーをどんどん出し
てみてください。あなただけの規則性がみえてきます。  
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第５章　エネルギーUP！あなたが輝く７つの習慣 

“マイニチ開運”積み重ねが爆発的な運気UPを呼ぶ！！ 
健康と美容！魂色エネルギーはリバースエイジングにも最適！ 

 

私がエネルギーのことに注目したきっかけは、60代オーバーのとっても
元気なお姉様方の姿でした。 

本当に元気で若い！ 
あの若さを自分も欲しくて、エネルギーの世界に踏み込んだようなもの
です。 

今では皆さん70を過ぎ！中には80代の方も！！私もボヤボヤしていた
ら60です。 
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今のまま、年を感じることなく茶目っ気のある60歳が目標です。 

無理と言わずに、いつまでも楽しみ・学び・チャレンジ！ 

元気でいることが社会貢献の１つだと思っています。 

ここで、お姉様方のお写真をのせて年齢当てクイズをやってみたいぐら
いですが、魔法のような before afterでは ないのでやめておきます。全
て積み重ねなのです。 

エネルギーを蓄積し循環させた“マイニチ”の習慣が、心身に影響してい
るのです。ですから歳を重ねれば重ねるほど before after の奇跡はあり
ませんが、周りとの差が目に見えるのです。 

顔や身体が人生の成績表なら満点を目指しましょう。魂が輝いて充実す
れば歳を重ねることも愉快なのです。 

魂の輝きには、クスミもあります。 

くすめば、 

・元気がなくなります。 
・考えが悪い方に傾きます。 
・ツキが逃げます。 

エネルギーを高め、循環させ、ピカピカ魂を手に入れましょう。 

魂のエネルギーが高まり、魂が輝いた状態になると 
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・元気が出ます。 
・天からのヒラメキ・良い考えが次々に浮かびます。 
・運がひらけます。 

『魂色』を使っての、エネルギーUP法。 
オススメの健康法・リバースエイジング法・魂の癒し方・輝かせ方をお
伝えしたいと思います 

 

１、魂色深呼吸 

身体の中から変化させるには、自分のラッキーカラーを吸い込む、魂色
深呼吸も効果的です。 
深い腹式呼吸でカラーエネルギーを身体の隅々までいきわたらせます。
慣れるまでは、仰向けに寝て深呼吸をしてみてください。
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ニコッと口角を上げて、胸を張って複式呼吸をして、エネルギーを身体
の隅々にまで取り組みます。

（１）ニコッと口角を上げて、目を閉じ胸を張ります。

（２）お腹をゆっくり凹ませながら口から息を吐ききります。
　　（１６秒間くらい。お腹が背中にくっつく感覚）

（３）自分の色を瞼に浮かべながらゆっくりお腹を膨らましながら
　　　鼻から吸う（８秒間くらい）

（４）お腹が膨らんだ状態で止め、体の中を自分の色で満たす感覚を
　　　味わう（８秒間くらい）

（２）～（４）を何度か繰り返す深呼吸です。慣れるまではちょっと息
が続かないかもしれませんが、深い呼吸をすることはとても良い事なの
で、頑張ってくださいね。

深呼吸を健康法として実践していらっしゃる方は多いと思いますが、自
分の色のエネルギーで身体を満たすと更にパワーがみなぎりますので、
特に（４）を意識して実践してみて下さい。

しっかり吸い込んだカラーエネルギーが、息を止めている間、体中に充
満していく感覚が味わえますよ。

慣れていないと、そのまま眠ってしまう事もあるので、はじめは横に
なって実践する事をお勧めします。
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慣れてきたら、少しの時間でも色を取り込む呼吸をしていただくと、パ
ワーで満たされるのが実感できます。お仕事中や気持ちが落ち着かない
時など、１回、２回と深呼吸していただくと、疲れが溜まりにくい体質
に変化していきます。

イライラ・疲れ・不安になったときの解消！エネルギーが足りないと思っ
た時の補給に最適です。

日々の生活の中に、自分のラッキーカラーを活用する事で、自分のエネ
ルギー値があがります。

何でもそうですが、きつくなったら補給より、きつくなる前に補給が基
本です。普段からエネルギー値を上げておくと、何が来ても受け入れ態
勢バッチリでのぞめます。 
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２、魂色瞑想“開運玉”造り 

自分が一番自然でいられる態勢で、目を閉じ頭に映像を映し出してくだ
さい。 

ラッキーカラーの玉をイメージしてください。 
それを空中でも手の中でも良いので、転がしながら大きくしていくイ
メージです。 

その時、善きことを頭に浮かべ、それを玉に練りこんでいきます。 

瞑想時間は、各々で決めてください。 
長時間より、少しづつでも毎日やる方が効果的です。 

頭の中で、しっかりとした綺麗な布の袋（巾着）を作ってください。 

そして瞑想が終われば玉を袋に納めて胸の中にしまいます。始めるとき
は巾着を胸から取り出し、玉を出します。 

当然、玉が大きくなれば袋（巾着）も、大きく作りかえてください。 

毎日そっと球を手に取り慈しんでください。その時間が瞑想の時間にな
ります。 

育った玉が、あなたに“開運”を運んでくれます。 
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３、ラッキーアイテムやカラーエネルギーで自分自身を癒す 

自分のラッキーカラーが入ったアイテムは、ラッキーアイテムです。 

自分の色（緑・黄・赤・青）でも濃淡があり、ぴったりくる色は中々な
いと思います。その中でも自分の目にとまった自分色のものは、とびき
りのラッキーアイテムになります。 

１つは身近に置き、持ち歩きましょう。 

家に置いておくものでしたら、目に入る場所に置きましょう。 

４色（緑・黄・赤・青）揃ったものを持ったり、玄関に置くのも良いエ
ネルギーが循環し始めます。 
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緑の方のエネルギーの源は自然。 

植物や自然と触れあう森林浴で癒されましょう。お家に観葉植物を置く
のもオススメです。その際、夜は二酸化炭素を出すので、寝室には置か
ないようにしましょう。 

黄の方のエネルギーの源は太陽。 

陽の光を浴びましょう。長時間の日光浴は紫外線が危険なので短時間、
朝１番が特にオススメです。朝の光を浴びながらの深呼吸でエネルギー
を取り込みましょう。 

赤の方のエネルギーの源は火。 

キャンドルの火や暖炉の火は安らぎを与えてくれます。疲れた時はアロ
マキャンドルに火を灯して癒されましょう。仏壇があるお家の方は、ご
先祖様に毎朝１本のロウソクをあげてください。その灯は赤の人の心に
力強さを与えてくれます。 

青の方のエネルギーの源は水。 

海辺の波の音や川辺のせせらぎに心癒されます。また空の青さもエネル
ギーを与えてくれるので、水辺に行けない方は青い空を眺めてくださ
い。少しの時間でも心身が喜びます。 
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４、お気に入りスペースを作る 

自分がウキウキ・ワクワクするアイテムは、エネルギーUPに効果的で
す。 

あなたはどんなものを持っていると気分が上がりますか？ 
どんなものに囲まれていると心地よいでしょう？ 
どんな音楽が好きですか？ 
休みの日には何をしましょう？ 
自分にご褒美をしていますか？ 

自分に意識を向けて、自分自身を慈しみましょう。 

お家全体は無理でも、自分の落ち着けるお気に入りのスペースを持つこ
とで、エネルギーが整います。 
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自分の部屋の一角・寝室・キッチン・出窓・棚の上・机の上など 

見たり触ったりすることで、自分に力をくれるアイテムスペースを造り
ましょう。実際に集められないものでしたら、手帳に切り抜きを貼って
もOKです。 

多くの方を見てきましたが、好きなもの大切なものに囲まれている方の
方がエネルギーが高いです。 

また好きなものを自覚していると、自分の好きなものを引き寄せる力も
強くなります。それを養うためにもお気に入りスペースは有効です、 

自分の趣味の移り変わりや、グレードアップもかねて定期的な入れ替え
などもオススメです。 
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５、「マイニチ」の習慣に“運気UP”を取り入れる 

エネルギーUPの行動をあげてみました。 
全部を実践する必要はありませんが、できそうな事から心がけて実行す
ると開運ポイントがたまります。 
特に、掃除・笑顔・感謝は三大開運行動です。 

⬜  朝日を浴びる 

⬜  朝、窓をあける 

⬜  玄関を掃き清める 

⬜  整理整頓 

⬜  観葉植物を置く 

⬜  鏡を磨く 

⬜  水回りを清潔にする 

⬜  「有難う」を口にする 

⬜  感謝する 

⬜  笑う 

⬜  ご機嫌に過ごす 

⬜  盛り塩をする 

⬜  仏壇に手を合わせる 

⬜  ご先祖に話しかける 

⬜  花を生ける 
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６、「マイニチ」のエネルギーを活用する。 

はじめにお話した通り「マイニチ」にはその日のエネルギーがありま
す。 

その日のエネルギーを上手に使いこなすことで、物事がうまく進んだり
幸運を引き寄せます。 

では上手に使いこなすってどんなことでしょう？ 

まずは、その日が示す３つの数字（ラッキーナンバー）を出して、その
日の特徴を知る。 

ラッキーナンバーに７が入る日は金運day。 

銀行への預け入れや貯金箱にお財布の小銭をまとめて入れるなど、増や
すキッカケに！はじめは少なくてもお金がお金を呼んで、増えていきま
す。 
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また募金などの誰かのためになるお金や自分を高めるための出費も、あ
とあと大きなエネルギーとなり戻ってきます。何事も出入り口。出さな
いと入ってきません。 

お金は一種のエネルギーなので、お金のない人は自分のできること時間
だったり労働だたり、何かしらエネルギーをだすことで入口が開くので
す。 

早見表で色を調べ、その日のラッキーカラーのモノを１つ持つ。または
意識して目にする。 

これだけでも、エネルギーの持つ力の効力が高まります。 

 

86  tamairo  fortune   



７、「マイニチ」をご機嫌に過ごす。 

【不満や怒りを捨てて、ご機嫌な毎日を過ごす】 
　 

不満や怒りは、唾を天に吐きかけているようなものです。 

人に対する怒りや不満でも、怒った時から消える時まで負のエネルギー
は、相手に伝わるより自分に刻みつけられます。そして、その負のエネ
ルギーは自分や他者のエネルギーを奪います。 

不満は解消しない限り持続的に続き、エネルギーを消費します。 

不満はあなたの中に滞っている生ゴミです。 

不満を解消するために自分に何ができるか？ 
どうしたら生ゴミのごとく捨てられるかを早急に考え、改善しましょ
う。 

生ゴミ、身体の中で腐らせたくないですよね。 

また、怒りはエネルギーを奪うだけでなく、実際に身体の細胞にもダ
メージを与えます 

20分以上の怒りは実際に細胞が破壊されることが実験で証明されていま
す。また、怒った人が吐く息をためて、その中にラットを入れると死ん
でしまいます。 

自分が怒るだけでなく怒った人の側にいると、健康や若さから遠のいて
しまうので、喧嘩や争いはできるだけ遠ざけましょう。 
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不満や怒りは原因をなくすことも大事ですが、 

その不満や怒りは「あなたの健康やエネルギーを費やすほど大切なこ
と？」 

と考えると、不満に思ったり怒ることに意識を向けることが、馬鹿らし
く感じませんか？ 

大抵のことは、あなたの大切な時間やエネルギーを消費してまで「怒る
価値はない」のです。 

ご機嫌でいれば、エネルギーが高まります。 

周りの人とのエネルギーの循環が始まり、更に高まります。 

ご機嫌でいれば、偶然が引き寄せられます。 

偶然がたくさんの必然を呼び寄せ、運が高まります。 

テレビで、「いつもご機嫌でハッピーだ！」という熟年ご夫婦の、出会
いが紹介されていました。 

たまたま、レストランの隣りの席に座り気があったのだと話していまし
たが、この二人のどちらかが不満や怒りに包まれ機嫌が悪ければ、話し
かけることもなかったでしょう。 

二人ともがエネルギーに満たされた心地よい状態だったからこそ起こっ
た出会い。 
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そして何十年ものあいだ、お互いを慈しみあえる　ご機嫌エネルギーの
循環なのです。 

そういう必然的な出会いは、私たちの日常にもたくさんあります。 

エネルギー値が低いと、引き寄せられなかったり気づかないまま、大切
な「人生の分岐点」が通り過ぎていってしまたりするのです。 

人間なので、不満や怒りはあって当たり前ですが、早めに切り離して
『ご機嫌な自分』の状態であることが大切なのです。 

何をすると自分はご機嫌なのか？ 
大切なひとのご機嫌のためには何ができるのか？ 

自分に意識を向けることは、とても大切なことです。 
そして自分自身が満たされると、周りの方を満たすエネルギーも湧き出
ます。 

『日々ご機嫌』エネルギーを高め輝かせ 
人生の起こること全てを味わい愛でましょう。 
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さいごに 

最後まで読んでいただき有難うございます。 

少しでも皆様のエネルギーが高まり、自らの能力を開花させ、満足いく
人生を歩まれることを望みます。 

今、日本の国は大変なエネルギー不足です。 
エネルギーの循環が低く流れが滞っている状態です。 

これは１人１人のエネルギー不足から起こっています。 

よい国になったら、 
みんなが幸せを感じたら、 
自然とよいエネルギーが流れてくる？ 

いえいえ・・・ 

待っているだけでは 
変わりません。 

わたしたちが 
変化を起こすのです。 

国の大元は人です。 
人がいなければ国はありません。その国１人１人が満足できていれば、
幸福度が高まります。 
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日本の国は、世界の中で数少ない　 

普通に 

家があり 
食べ物が食べられ 
教育が受けられる国です。 

しかし、その割には１人１人の幸福度は高くありません。 

2019年の国民が感じる幸福度の世界順位は、前年度より４つも順位を
下げた58位です。 

なぜなのでしょう？ 

生きているということへの満足感・感謝が薄い気がします。 

自殺者の数は年間２万人近くあり、 
毎日55人の人が自ら命を絶っていることになります。 

そして子供の自殺者は年々増加している現状があります。 

人は、生きているだけでは 
満足できていないのです。 

自己の能力を磨き、世の役に立ち、 
必要とされ、認められ、 
生きている充実感を手に入れたいのです。 
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しかし自分がそれを求めていることに、多くの人は無関心です。 

他者に存在意義を認めてもらうか？ 
自分自身で存在意義を認めるか？ 

もちろん、生きて息をしているだけで 
存在価値はあります。 

生まれてきたのだから・・・ 

しかし存在価値を他の人に求めると自分を失うキッカケになります。 

自分で自分を認めてあげることが１番の早道です。自分で自分のエネル
ギーを高め、自分の生きる力を高めるのです。 

自生開運「『魂色』では、「高まりたい！」自分で生きる力を身に付け
たい！という方の応援をしています。 

“魂色”の解釈は、 
わたし自身が、悩み・苦しみ・学び、自己否定のサイクルから抜け出し、
感謝や笑い・幸せや豊かさの自分を取り戻す中で、得たものです。 

また多くの方の「変化」のきっかけになり、正のサイクル「開運体質」
を手にしていただいたものでもあります。 

１人１人のエネルギーが高くなり幸福を感じていただくことで、日本の
国のエネルギーは高まります。 
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国のエネルギーが高まると、幸福な国民が増えるでしょう。 

国レベルで、エネルギーの循環が始まれば、地球レベルの幸福の源にな
ります！！ 

あなたの幸せが、世界を救うのです！ 

あなたが存在していることが、幸福な世の中に繋がっているのです。
『魂色』で高次元のエネルギーを手に入れ幸せを感じてくださいね。 

あらゆる事を味わい愛でて、毎日をエネルギー高く過ごしましょう。 

ご家族やお友達、周りの方々とのエネルギーの循環で、あなたとあなた
の周りの方の毎日が、『より豊かで健やかな“マイニチ”になる事』を願
います。 

ブログやSNSでもゆる～～っと発信しています。YouTubeでは『魂色』
良由未-Mayumi-で鑑定動画などをあげています。またどちらかでお目に
かかれたら幸いです。  

　 魂色セラピスト 良由未-Mayumi-  

『魂色』HP 
 kurumama246.com 

書籍に対するご感想・ご質問は　 
info@tamairo.net 
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つづきの魂色４回講座プレゼント！ 

『魂色占い』を、最後まで読んでいただき有難うございます。 

最後まで読んでいただいたあなたに、アンケートと感想のお願いです。 

今後の活動に活かしていきたいと思います。 

『魂色占い』で入りきれなかった部分をアンケートプレゼントにしまし
た。この部分は詳しく語り出すと深すぎて（汗）の部分なのですが、興
味がある方はきっと使いこなしていただけると思い、４回講座にまとめ
てみました。 

是非、アンケートに答えてもらってください。 
↓ 
https://tamairo.net/p/r/45HJIlf5
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