大願成就
石川遼様
人はだれでも幸福でありたいと願うもの。古代中国の人々は天空
を見上げて暦を作り、五行、十干十二支を当てはめながら、その
時々の運勢を察知しました。「天地人の運勢鑑定」で天の時、地
の利、人の和を知り、人生の幸福の羅針盤にしていきましょう。
（著作）

スターフォーチュン

深川 宝琉

℡090‑3416‑6230

深川宝琉による鑑定書見本
○ ○○ ○様
この度はスターフォーチュンの運勢鑑定をご依頼いただき、ありがと
う ござ いま す 。
○○ 様の 運 勢に つ いて 四柱 推 命の 観 点か ら ご説 明 いた しま す 。
○○様の中心星は印綬星（いんじゅせい＝王様が賞を授けるという意
味）でお金よりも地位、名誉、メンツを重んじる星の生まれです。非常
に慎重なタイプで、医者、学者、教師、研究者など知的職業が向いてい
ま す。
先天星は劫財星（ごうざいせい）で頑固一徹、曲がったことが嫌いな
直情的な星の生まれです。生き方が不器用で、一つのことしかできない
職人気質の人が多い。自分のやっていること以外に一つだけ趣味やレジ
ャ ーが ある と 健康 管 理上 、非 常 によ く 、気 分転 換 が非 常 に重 要な 人 です 。
月支元命（中心星＝印綬星）から○○様の性格と金運を探って見ると、
知的センスと冷静さを持ち、何事にも片寄りの少ない常識性を優先させ
る人柄です。伝統、礼儀、節度も重んじますが、反面、消極的なところ
もないではありません。まじめで徐々に自分を築きあげていくタイプで
どの分野においても、大なり小なり功をとげていく人ですが、端的に言
え ば、「 謹 言慎 行型 」 タイ プ とい え るで しょ う 。
２０歳から晩年まで・・・就職、結婚、転職、挫折、離別・・・４０
年という長いスパン（径間、生涯）には必ず、人生の転機がやってまい
り ま す 。 そ の 時 、「 謹 言 慎 行 型 」 の 自 分 が ど う 処 理 し て い く か が 問 わ れ
ます。それは、平素の積み重ねの生活習慣が、経験、体験となって、そ
の判断せねばならない時に出てきて決断するでしょう。目先の小さな出
来事などで、どんな性癖であってもなんら問題はありません。問題はそ
のターニングポイント（転機、転換期）ともいえる時に問われる判断力
で す。 それ は 、平 素 の生 活の 中 から 学 び、 培 って い きた いも の です 。

石川遼様
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日本式27宿 : 虚

奎

遷
移

21才 2011年
2053〜2062年
旧暦10月 酉
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羊刃星

廟
旺
失
陥
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友

畢

親

觜

業

参

栄

疾
厄

巨門星(禄)
台輔星

兄
弟

夫
妻

14才 2004年
2003〜2012年
旧暦3月 寅

13才 2003年
2013〜2022年
旧暦2月 丑

廉貞星
貪狼星
左輔星
子 駅馬星
女 天巫星
竜池星

24才 2014年
2023〜2032年
旧暦1月 子

(著作)

財
帛

23才 2013年
2033〜2042年
旧暦12月 亥

壁

室

危

虚

女
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安

衰

栄

命

親

全

友

理論・規律・政治を優先

危

22才 2012年
2043〜2052年
旧暦11月 戌

天相星

占星学27宿 : 斗

玄武
20才 2010年
2063〜2072年
旧暦9月 申

旧暦 平月 8/10 (紫微旧暦)
身宮 : 午
順逆行 ： 逆
五行局 ： 木三局
子年斗君 ： 亥
2009年度の月運
流派 ： 主星派（旧月節気法）

古唐代28宿 : 尾

奴
僕

天府星
天存星
天官星

命
宮

15才 2005年
1993〜2002年
旧暦4月 卯
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17才 2007年
2093〜2102年
旧暦6月 巳
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11室

作用の大きい星の順位（アスペクト出現度数）
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太陽星(権)
鈴星
文昌星(忌)
寡宿星
天刑星
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土
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木
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個
人
の
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張
と
精
神
を
優
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社
会
と
の
係
わ
り
合
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優
先

日本式２７宿

感情・喜び・楽しみを優先

衰

安

危

成

壊

友

親

井

鬼

柳

星

張

翼

軫

壊

箕

成

尾

危

心

安

房 青龍

衰

氏

栄

亢

胎

角

朱雀
安‑安心できる関係 壊‑剋される関係 栄親‑お互いに親しく栄える関係
友・衰‑友達になりやすいが、似た者同士のゆえに障害が発生する関係
成・危‑異質なものに惹かれあい発展する可能性のある関係
業・胎‑前世や来世の因縁づけられた関係

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

[蔵干表]
渕海子平
[十二運星]
陽生陰死式

石川遼 様
不明の場合

17

時 柱

日 柱

命宮：辰

庚(比肩)

天 干

乙

癸

9

戊

丙

年 柱

丁(正官)

寅
戊

1991

月 柱

庚

辰

地 支

命式鑑定表 1/2

辛(劫財)

酉
甲

未

庚

辛

丁

比肩

劫財

乙

己

蔵 干
正財 傷官 偏印

十二運

偏印 偏官 偏財

養

絶

正官 正財 印綬

帝旺

冠帯

干 合
三 合
方 合
支 合
冲
三 刑
自 刑
流霞殺：酒上の過ち
.月徳貴人：援助星

.天徳貴人：最高の徳と幸運
.月徳貴人：援助星

羊刃：激しい気性と闘争心

天乙貴人：援助,引き立ての星

特殊星
日干から各柱
.月支から各柱

命式身旺身弱
用
身旺
月令
五行強弱
十二運星

神

庚

喜ぶ神

火木

忌む神

土金水

空

午:未

亡

*喜神運の年月日は吉、忌神運の年月日は吉
*喜神の五行を強く持った人とは相性吉

我身の強さ
かなり強い

五行の強さのバランス

100
%

6点

*弱いと逆境に弱いが「敏」強いと逆境に強いが「鈍」

九星
本命星：九紫火星

月命星：七赤金星

木

傾斜宮：七赤金星
(著作)スターフォーチュン

火

土

金

水

*五行がバランスしていると性格もバランスが良い
*上記を格局でいうと本命は「建禄格」です

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

石川遼 様

実践鑑定表 2/2

23才

33才

43才

53才

63才

73才

83才

甲:偏財

癸:傷官

壬:食神

辛:劫財

庚:比肩

己:印綬

戊:偏印

午

巳

辰

卯

寅

丑

子

沐浴

長生

養

胎

絶

墓

死

逆行
現在満18才

不明の場合

17

9

1991

時 柱

日 柱

月 柱

年 柱

丁(正官)

辛(劫財)

庚(比肩)
三刑

庚

辰

冲

乙

干合

癸

寅
戊

正財 傷官 偏印

戊

酉

丙

甲

偏印 偏官 偏財

養

辛

比肩

劫財

絶

地
支

未

庚

丁

天
干

乙

己

蔵
干

正官 正財 印綬

帝旺

冠帯

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

23才

24才

25才

26才

27才

28才

29才

30才

31才

32才

甲:偏財

乙:正財

丙:偏官

丁:正官

戊:偏印

己:印綬

庚:比肩

辛:劫財

壬:食神

癸:傷官

午

未
空亡

沐浴

申

酉

戌

亥

子

丑

寅

卯

建禄

帝旺

衰

病

死

墓

絶

胎

空亡

冠帯

[行運診断秘訣集]
〔奇宿〕行運は、命式の年‑>月‑>日‑>時の順に作用する。従って、日柱への影響は、年柱が取られ、月柱が取られた後である。
〔命宮〕辰 は、一番本人に影響を与える十二支である。この十二支は、行運を見る場合に注意して見ることです。
〔喜ぶ神〕は、火木 であるから、この五行の運が吉運である。つまり、冲や合で取られるのを嫌います。
〔忌む神〕は、土金水 であるから、この五行の運が凶運である。つまり、冲や合で取られるのを喜びます。
〔吉方位〕の方向は、喜ぶ神から決定。つまり木は東。火は南。金は西。水は北である。凶方位は、同じく忌む神から見る。
〔行運〕が〔命式〕に対し、合や冲が複雑に作用していると、上記の条件に関わらず、良くは無い。
〔肉体面〕の充実度、衰退度、あるいは、〔心の敏感度〕は、行運の十二運で見るのが良い。
〔行運〕は、大運と年運の両方があるが、年運は目に見えて具体的に作用を感じれるものである。大運は、実感しにくい運。
〔年運〕の通変星で、比劫=独立運、食傷=奉仕運、正財・偏財=財運、正官・偏官=出世運、印綬・偏印=学習運を見る。
〔行運〕は 社会人になってから、作用するものである。従って乳幼児〜高校生までは、親の運を見ることです。

(著作)スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

石川遼 様

実践鑑定表 2/2

23才

33才

43才

53才

63才

73才

83才

甲:偏財

癸:傷官

壬:食神

辛:劫財

庚:比肩

己:印綬

戊:偏印

午

巳

辰

卯

寅

丑

子

沐浴

長生

養

胎

絶

墓

死

逆行
現在満18才

不明の場合

17

9

1991

時 柱

日 柱

月 柱

年 柱

丁(正官)

辛(劫財)

庚(比肩)
三刑

庚

辰

冲

乙

干合

寅

癸

戊

正財 傷官 偏印

戊

酉

丙

甲

偏印 偏官 偏財

養

辛

比肩

劫財

絶

地
支

未

庚

丁

天
干

乙

己

蔵
干

正官 正財 印綬

帝旺

冠帯

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

33才

34才

35才

36才

37才

38才

39才

40才

41才

42才

甲:偏財

乙:正財

丙:偏官

丁:正官

戊:偏印

己:印綬

庚:比肩

辛:劫財

壬:食神

癸:傷官

辰

巳

午

未
空亡

養

長生

沐浴

申

酉

戌

亥

子

丑

建禄

帝旺

衰

病

死

墓

空亡

冠帯

[行運診断秘訣集]
〔奇宿〕行運は、命式の年‑>月‑>日‑>時の順に作用する。従って、日柱への影響は、年柱が取られ、月柱が取られた後である。
〔命宮〕辰 は、一番本人に影響を与える十二支である。この十二支は、行運を見る場合に注意して見ることです。
〔喜ぶ神〕は、火木 であるから、この五行の運が吉運である。つまり、冲や合で取られるのを嫌います。
〔忌む神〕は、土金水 であるから、この五行の運が凶運である。つまり、冲や合で取られるのを喜びます。
〔吉方位〕の方向は、喜ぶ神から決定。つまり木は東。火は南。金は西。水は北である。凶方位は、同じく忌む神から見る。
〔行運〕が〔命式〕に対し、合や冲が複雑に作用していると、上記の条件に関わらず、良くは無い。
〔肉体面〕の充実度、衰退度、あるいは、〔心の敏感度〕は、行運の十二運で見るのが良い。
〔行運〕は、大運と年運の両方があるが、年運は目に見えて具体的に作用を感じれるものである。大運は、実感しにくい運。
〔年運〕の通変星で、比劫=独立運、食傷=奉仕運、正財・偏財=財運、正官・偏官=出世運、印綬・偏印=学習運を見る。
〔行運〕は 社会人になってから、作用するものである。従って乳幼児〜高校生までは、親の運を見ることです。

(著作)スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

四柱推命
不明の場合

17日

戦格

八字総合診断書

9月

火錬真金

石川遼 様

1991年

通変星能力バランス五角形図
←中国古典の神峯通考（十干体象詩）
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右脳能力←｜→左脳能力
◎は主たる能力
○は従たる能力
△は補助能力

(庚)

官 ◎

財

自分が直感的に思い込んだら、人の意見を聞かないで暴走する方。
つまり妥協するのが嫌いというより、反抗精神と反発心が旺盛。
一見すると人当たりが上手な振る舞いをすることもある。飛びつきは早い。

性情

上司をうまく使い、部下をうまく使う組織管理の達人。組織が活発で良い環境
なら間違いなく出世を目的とした人生になる。この人が出世すると会社も発展
する。バランス感覚が優れているので、信頼は厚い。一匹狼は好まない人生。

人生目的（能力）

とにかく何をするにも他人の動向を意識した行動です。つまり、競争社会の戦場
を求めて生きてこそ元気になります。自分１人でやるよりもチームを組んで初め
て能力発揮します。人脈形成が人生の最終目標です。

潜在的に眠る能力
性情
目標達成手段

何をするにも他人がどうやっているか？ 他社がどうやっているか？ 事例は
あるのか？ といった考え方をして、自分の考えと比較して勝とうとする思考。
自分１人で市場をリサーチして、戦略をたて、実行するということは不得意。

職場での潜在的行動特性

どんな組織や環境にあっても、活動的でどんどんと新しい分野に取り組む。
しかし、その判断と決断までは時間がかかり、チャンスを逃すこともある。
会社や内部の規律よりも、社会全体の規律、道徳を重視するタイプ。

青年期の行動特性

ピンと来たらとにかく闇雲に行動してしまう。逆にいうと、何かやるべきこと、
集中することがないと、不安になる人。決断が得意。過去を反省するのが不得意。
常に「なぜ？」と深く考えることが、人間関係を良くするコツ。

中高年期の行動特性

他人に害を及ぼす行為が嫌い。思いやりの心を忘れると、真実の自分を失う。
夢見る絵本の主人公。感受性が強く、人間の好き嫌いがハッキリしている。
逆にいえば、温かみのある人。暗闇の世に明るい灯りをつける生き方で吉。

老年期の行動特性

コツコツと真面目にやる職人肌。清く、折り目正しく、汚れ仕事、不義を嫌う。
ルールを遵守し、時間には正確。反面、融通、臨機応変な対応といったのは苦手。
いい加減さを許さない、頑固一徹な年寄りと思われると運が下がるので注意。

配偶者に対する日常行動

基本的には、配偶者の要望や願いを優先して、応えようとする姿勢。
しかし、自分が理解できない思惑を押し付けられると、意外と思える程反抗。
エネルギッシュで行動派、度胸と知恵があり、過酷な状況でもリードできる。

異性に対する性的行動

人が真似できない「ひらめき」と「アイデア」を備えた理解しずらいタイプ。
自分のピンと来たものを理解し、よきパートナーになってくれる異性でないと、
どんなお金持ち、地位のある人でも全く関心を示さないタイプ。

理想の配偶者（精神面）

あなたは、ピンと来たら即刻決断して行動。逆にいうと、何かやるべきこと、集
中することがないと、不安。ですから、逆に、自己主張をあまりせずに、周囲と
の和や協調をなりよりも重視し、トラブルを未然に防げる相手が理想の配偶者。

目下に対する行動特性

目下や子供に対して、細かい指示や指摘をする傾向。自分は、相手を指示したり
命令するつもりはなくても、あまり細かく逐一指示されると相手は嫌気がさす。
若い人を愛し、保護し、育て、あまりうるさくアドバイスしない方が開運する。

(著作)スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

進化段階の測定結果
1991/9/17 不明の場合

石川遼様
［十干：精神］ 4点／8点

どちらが損か得かを冷静に考えて決断し、決めたら即行動し、常識は無関係。

［通変星：能力］ 4点／8点
人よりも下に見られることを嫌い、それが動機となって努力する。

庚

庚

丁:正官

辛:劫財
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冠帯

［十二運星：行動］ 2点／4点
面倒なことが嫌いなので、あきらめがよく、その分切り返しが早く、くよくよしない。

［十二支：本能］ 1点／2点
毅然とした態度で物事に対処し、人に甘えることがない。

■宿曜[人格]：虚宿

4点／8点

自尊心が強く、大口をたたいてしまうが、実力と勝負強さがあり、勝ちにいく。

進化段階の点数

合計点数 15 点／30点満点

進化段階の点数が低い場合は、個性の欠点だけがでやすくなります。
進化段階の点数が中程度の場合は、個性の欠点を克服しつつあり長所も出ます。
進化段階の点数が高い場合は、個性の欠点を克服完了し、長所が十分に出ます。
メモ
それぞれの星の未成熟、成長中、成熟の三段階の象意を解説します。
庚-未成熟 人の指示を聞こうという耳を持たず、自分の得だけを優先する。
庚-成長中 どちらが損か得かを冷静に考えて決断し、決めたら即行動し、常識は無関係。
庚-成熟 大胆な行動力と素早い決断力で冷静に利益を追いかけ、論理よりも実際を優先する。
寅-未成熟 ワンマンで威張り屋で自分の言う通りに物事が進まないと我慢できない。
寅-成長中 毅然とした態度で物事に対処し、人に甘えることがない。
寅-成熟 正義感が強く、これまでのやり方が間違いだと気がついたら大転換をする。
官と比劫-未成熟 自分は人よりも上だと威張る癖があるが、実力はそれほどでもない。
官と比劫-成長中 人よりも下に見られることを嫌い、それが動機となって努力する。
官と比劫-成熟 全体の中の自分の役目を知った上で、全体のレベルをアップさせようとする。
絶-未成熟 環境の変化や自分が尊敬する人に影響されやすく、迷いが絶えない。
絶-成長中 面倒なことが嫌いなので、あきらめがよく、その分切り返しが早く、くよくよしない。
絶-成熟 常に理想とロマンを追いかけていて、現実の利益ことには執着せず、正直である。
虚宿-未成熟 メンツに執着し、たとえ職を失っても自分の評価を保つことに必死になる。
虚宿-成長中 自尊心が強く、大口をたたいてしまうが、実力と勝負強さがあり、勝ちにいく。
虚宿-成熟 謙虚に自分の立場をわきまえ、伸びようとしている人を陰から見守り、真のリーダになる。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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【配偶者者に対し何を求めるか】
配偶者の干は、「乙」で、命式の年支蔵干にそれがあります。年支とは母親、つまり、喜び・楽しみ・衣食住を意
味しますので、配偶者には家庭という現実生活を細かく世話をして欲しいという要望があります。
配偶者の干は、「乙」で、命式の時支蔵干にそれがあります。時支とは女の子供、つまり、自分が可愛がり、甘や
かす人を意味しますので、配偶者を無償の愛で可愛がっていきたいという要望があります。
【異性としての魅力、それとも共同生活者としての魅力】
配偶者の干が「乙」で、配偶者の位置である日支の干が「丙」ですから、配偶者の干が役割の干を生じていま
す。
つまり、配偶者としての役割は、当然のこととしてやって欲しいと思っています。異性としての魅力以上に、役割
をこなす能力のあるなしのほうが重要です。
【天冲殺による人間関係の診断】
天冲殺は、「午」と「未」です。頭の回転が速く自分のプライドを傷つけられるのを嫌います。孤高になりやすくそ
のため、異性にその癒しを求める傾向があり、それが人生に汚点を残すキッカケとなる。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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★四柱推命★
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氏名：石川遼様
男性
平 成 3年 9月 17日 不 明 時
生まれ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
年 ： 辛 ‑未 ‑丁
☆ 劫 財 ‑正 官 ‑冠 帯
月 ： 丁 ‑酉 ‑庚
☆ 正 官 ‑比 肩 ‑帝 旺
日 ： 庚 ‑寅 ‑丙
★
‑偏 官 ‑絶
空亡−午未
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を誇り、占いの帝旺と云われます。良い処は
ば進歩はありません。自己改善することは、
！

☆あなたの本質的な性格を分析します。☆
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
短気でガンコなところがあって虚栄心も強い。あっさりしていて情にもろいお人好しのタイ
プです。才知が備わっており実行力があります。世渡り上手の敏腕家ですが、移り気で飽き
性です。やや慎重の気に乏しい面があり、多少ハッタリ屋でもあります。

あなたの社会運は・・・
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
社会的にも尊敬されて、権利ごとにも有利に展開してゆき出世します。人のトップとなる器
量があり社会に立って活躍できる人です。保守的で少々堅い気質が人から煙たがられたり、
人との調和を欠くこともあるようです。

あなたの先天運の傾向は・・・
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
礼儀正しく、きちんとした、どことなく気品のある端正な感じのする人です。正義感が強く
て融通性に乏しく、保守的でおカタイ感じがします。
将来において成功する運勢です。いずれの分野でも王者として君臨すると言われるくらいで
す。良い子に恵まれ、早くわが子に後を譲ります。

日柱からあなたの内面的な性格と運勢を分析します。
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
何事にも執着心が乏しく衝動的です。束縛を嫌う自由奔放のタイプ。よくいえば開放的です
が約束はきちんと守ります。じっとしていることができず、思い付きで行動し、いつでも衝
動的で浮き沈みも多い。思いっきりが良くて、察しが良い性質です。

【結婚と恋愛】この星はやや偏屈でせっかちです、クールで家庭的なタイプではないため家
庭内にトラブルが出やすい。男性は自己中心の性格から亭主関白タイプが多いようです。女
性はケッコウ強引さもあり情熱的に燃えますが、冷めるのも早いようです。
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るようなところがあります。また激情的、衝動にかられやすい面
気によってセックスの強さが左右されるようなところがあり、大
極端のタイプに分かれます。

あなたのエッチ指数を計算します。悪しからず！
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☆ 運勢診断 ☆
あなたは比肩星のタイプ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
【性格】自尊心が強く、自分中心的で勝ち気、意地っ張りな面もありプライドが高い。人
の協調性に欠けますから対人関係でトラブルことがあります。自主独立の精神があり自由
放です、外面は柔らかですが内面は強く人に頼ることが少ない性格です。
良く言えば意思が堅いマイペース型のガンバリ屋ですが、裏を返せば頑固で協調性に乏し
と云うことになります。自己主張が強く、他人に束縛されることを嫌いますから、対人関
で好き嫌いの感情が激しく、人間関係がうまくいかない場合があります。

と
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【仕事運】自由と独立自尊の精神が強く束縛を嫌いますから、組織の中や共同事業には不向
きです。フリーで活躍出来る仕事や、独立した自営業での活躍が期待でき、自由業で伸びま

す
特
す
あ
理

。
に
。
な
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弁護士、芸術家、医師、政治家、教職員、研究職、技術系に向いています。
あなたは社会的にリーダーとして活躍できる要素があり、人の上に立って力を発揮しま
たの場合は、堅実な人生を歩む人で、尊敬を集めて人の上に立つ人です。やや保守的で
っぽいところと、人との協調性に欠ける面があります。

【金銭運】青年期にはあまり恵まれないが、中年期から好転する傾向です。特に共同事業、
貸借ではトラブルが生じますから絶対に避けること。収入は順調ですが交際費やレジャーな
ど支出も多い。理数係に強いタイプで株式、不動産取引に鋭い勘を発揮します。
【健康運】健康運では恵まれていますが、負けず嫌いで青年期の無理が晩年に影響を及ぼす
ことが多く、過労による無理が出がちです。病気よりも事故によるケガなど外科に縁が深い
のがこの星の特徴で、内科の病気でも手術をすることになります。
【家庭運】自由と独立の星ですから、若い頃から親元を離れて独立することが多い。分家と
して一家を建てることもあります。人に相談しないで独断的になりがち、人との協調性を心
掛ければ運が開けます。大体が晩婚型です、早く結婚すると離別となりやすい。
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
【特殊星検出】
☆は守護神、★は注意星です。
☆天乙貴人
一切の凶暗示を退ける作用があります。目上の引き立てや後援を得て発展、成
功する貴星で、この星があれば大器となり名利を得る好運があります。
★羊刃
時には過激になりやすい一面があり、普段の見掛けに似合わず激怒したりします。
強烈であるだけに吉凶ともに強く作用する星です。

2009 年 の 運 勢 傾 向
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
☆
印綬星の年（研究、反省、発展）何事もやる気が出てきますが社会的に活躍できる年で
はありません、運気は悪くはないのですが計画、企画、準備期です。

☆
《恋愛、結婚》＝
印綬星の年は一般に感情が不安定になりやすい年ですが、縁談や結
婚は案外すんなりと障害なくまとまる年です。
【天運】と【命運】に良い条件が重なる時が幸運の時です。
【天運】△
健康、仕事、金銭のことなど、不満が出やすい。金銭関係の問題で心身を労す
る事が起りやすい暗示があり注意を要します。また母や妻のことで悩み事があるなど家庭内
にも悩みが出やすい。謙虚に人の意見を取り入れれば相当の利益を得ます。
【命運】◎
生活上でも、仕事上でも拡張に着手するとか、環境を改革する意があり、仕事
上の変化や移動が起こりやすい。社会運が強く幸運に恵まれ仕事上にも繁栄、発展します。
しかし身内や友人の厄介ごと、世話ごとで何かと無駄も多く支出もあります。
2009年 １ 月 〜 １ ２ 月 の リ ズ ム の 傾 向 、 ★ の 数 は 一 応 の 目 安 で す 。 多 い 程 幸 運 も 多 い と 見 ま す
（５段階）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
1月 ： ★ ★ ★
2月 ： ★ ★ ★ ★
3月 ： ★ ★ ★ ★
4月 ： ★ ★ ★ ★
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
5月 ： ★ ★ ★ ★
6月 ： ★ ★ ★ ★
7月 ： ★ ★ ★ ★
8月 ： ★ ★ ★ ★
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
9月 ： ★ ★ ★
10月 ： ★ ★ ★ ★
11月 ： ★ ★ ★
12月 ： ★ ★ ★ ★

2010 年 の 運 勢 傾 向
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
☆
比肩の年（独立、転換、行動性）物事を計画したり行動に移したり、積極的な行動をす
るようになります。結果のよしあしは別として決断を必要とする年になります。また転職、
転居、独立の問題が具体的にでたりして大きな転換期となるでしょう。

☆
《恋愛、結婚》＝
めぐりあいのチャンスがある年です。比肩星の年は恋愛も積極的に
なり、トントン拍子に進展します。未婚の人は婚約か結婚の年になるかもしれません。比肩
星の年の結婚はスピード結婚、電撃結婚になるのが特徴です。
【天運】と【命運】に良い条件が重なる時が幸運の時です。
【天運】◎
身内や友人の世話ごとや交際上で金銭的に出入りがあります。仕事面が活発に
なり相当に手広く行動的、実行的になります。目上、社会一般から引き立てを得たり、財を
得る暗示があります。目的や希望は案外すんなりと達成できるチャンスがあります。

【命運】○
身内や友人のことで世話事あるいは交渉が多いなど人との別れや出会いもあっ
て対人関係が活発になります。仕事面は行動的、活動的になりますが競争もあります。恋愛
や交際も行動的に活発になりますが恋のライバルが現れる暗示もあります。

2010年 １ 月 〜 １ ２ 月 の リ ズ ム の 傾 向 、 ★ の 数 は 一 応 の 目 安 で す 。 多 い 程 幸 運 も 多 い と 見 ま す
（５段階）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
1月 ： ★ ★ ★ ★
2月 ： ★ ★ ★ ★
3月 ： ★ ★ ★ ★
4月 ： ★ ★ ★ ★
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
5月 ： ★ ★ ★ ★
6月 ： ★ ★ ★ ★
7月 ： ★ ★ ★ ★ ★
8月 ： ★ ★ ★ ★
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
9月 ： ★ ★ ★ ★
10月 ： ★ ★ ★ ★
11月 ： ★ ★ ★ ★
12月 ： ★ ★ ★ ★
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
09/12/03
★四柱推命★

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

氏名：石川遼様
男性
平 成 3年 9月 17日 不 明 時
生まれ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
年 ： 辛 ‑未 ‑丁
☆ 劫 財 ‑正 官 ‑冠 帯
月 ： 丁 ‑酉 ‑庚
☆ 正 官 ‑比 肩 ‑帝 旺
日 ： 庚 ‑寅 ‑丙
★
‑偏 官 ‑絶
空亡−午未
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

四柱各柱の分析
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
運命式の各柱に良い条件があるとき、好運があります。天は二物を与えません。すべてに吉
星が揃うことはまずあり得ませんが、分析結果は重要な目安となるものです。

☆年柱
祖先、父母の隠徳の有無、目上のことをみる
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
目上や上司との衝突による失敗に注意しないと職業上にも異変など起こりやすい。また夫婦
間のトラブルにも注意すること！。時を得れば才能が開花して大発達する人があり、実業界
で名声を挙げます。保守的な人は地道なサラリーマンが無難のようです。

☆月柱
生家、父母の隠徳の有無、兄弟、友人の事をみる。一生を支配する重要な柱
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
社会的にも尊敬されて、権利ごとにも有利に展開してゆき出世します。人のトップとなる器
量があり社会に立って活躍できる人です。保守的で少々堅い気質が人から煙たがられたり、
人との調和を欠くこともあるようです。

☆日柱
自己、夫婦の座、配偶者のことをみる
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
聡明ですがクールで、多少へんくつ、せっかちですから、家庭平和を欠きやすい。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
09/12/03
★四柱推命★

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

氏名：石川遼様
男性
平 成 3年 9月 17日 不 明 時
生まれ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
年 ： 辛 ‑未 ‑丁
☆ 劫 財 ‑正 官 ‑冠 帯
月 ： 丁 ‑酉 ‑庚
☆ 正 官 ‑比 肩 ‑帝 旺
日 ： 庚 ‑寅 ‑丙
★
‑偏 官 ‑絶
空亡−午未
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

あなたの先天運の傾向は・・・
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
将来において成功する運勢です。いずれの分野でも王者として君臨すると言われるくらいで
す。良い子に恵まれ、早くわが子に後を譲ります。

２３歳、３３歳、
４３歳が
の
転換期

２３歳からが本格
的な実 期

2010年

石川遼さんの仕事運予報

石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

１年間のなかで、どの月がもっとも仕事が安定しているかというと、四柱推命
でいう正官のときです。どの月がもっともトラブルがおきやすいかというと、
四柱推命でいう傷官です。このように、日干と月干をみて、仕事の成果がでる
月と注意点、金運に恵まれる月と方位へのアドバイスを行います。次に、2010
年は、もともと、どういう年になるのか？そして、活躍するためには何をすれ
ば良いか？ 何をやってはいけないか？ということに対しては、日干と年干か
ら求める通変星の長所と短所を見ることで占います。

■仕事の成果がでる月と注意点、金運に恵まれる月と方位へのアドバイス
石川遼さんの日干は庚です。2010年の中では、1月が仕事上での実力を発揮しや
すく、7月は窮地に立たされやすい時です。そして、9月がラッキーな金運に恵
まれやすく、6月は予定外の出費に苦労しそうです。方位的には、真西方位と北
西方位が金運を呼び込みやすく、真南方位は金運から見放される方位です。

■もともと2010年はどういう年か？
2010年の石川遼さんの仕事運は、比肩です。孤軍奮闘するような出来事が多
く、あまり周りを当てにできないのが特徴です。また、独立したい気持ちや、
もっと個性を表に出したい気持ちが強まって、仕事上にも反映されます。チー
ムで仕事をやるよりも単独で行う形の仕事が多くなり、そのぶん責任を問われ
たり、逆に期待が一身に集まったりします。石川遼さんの個性を思う存分発揮
するチャンスです。独立は、最初危ぶむところがあっても準備があればやるべ
きときです。2010年の石川遼さんの金運は、仕事量に十分見合ったものとはい
えません。収入と支出のバランスが崩れていて納得できなくても我慢すべきで
す。サービス精神を旺盛に、人に接することが金運アップの秘訣です。

■2010年の活躍ポイントとやってはいけないものは何か？
2010年の石川遼さんの活躍ポイントは、独立、競争、自由、創始、秘密などの
分野です。石川遼さん自身のうちに秘めた決意を表面化して、これらの分野で
活躍すべきです。組織から離れての再出発を試みたり、ライバルとしのぎを
削っての戦いを演じたり、誰にも邪魔されずに独りだけの時間を楽しんだり、
新しい環境で趣味的な創作活動を始めたりすべきです。そういった行動をする
なかで、石川遼さん自身の本来の姿を取り戻して、再び生まれ変われることで
しょう。逆に、2010年に石川遼さんがやってはいけないポイントは、裁判、戦
争、挑戦、格闘、病院などの分野です。石川遼さん自身のこだわりがあると、
どうしても昔の裁判記録を検証したり、戦争責任の問題を考えるグループに
入ったり、未知のことに対して挑戦を始めたくなるかもしれませんが、なるべ
く人の恨みや苦しみなどが発生している場所やことがらには、関わらないこと
です。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

1月の対人関係と運の神の石川遼さんに対する願いを占う
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

運の良し悪しというのは、ほとんどの場合が同性、異性を問わず対人関係が起
因となっています。ですから、ここでは、対人関係からみた1月の運勢を占いま
す。最初に、石川遼さんの日干と1月の干から、通変星を出し、対人関係におけ
る精神的な変化を占い、新しい出会いがあった場合の展開の仕方を占います。
次に、1月の十干と石川遼さんの日支から十二運星を出し、月の運勢がどのよう
に石川遼さんに働きかけてくるかを占います。そして最後に、幸運をもたらす
出会いのスポットはどこなのかを風水的に、1月の十干から占います。

■1月の対人関係における気持ちの変化はどのようなものか？
石川遼さんの日干と1月の干から通変星を出すと、正官の月となります。ですか
ら、対人関係は、お互いに本音を出しあわずに、表面的なところから、相手を
見極めようとしているような時期です。お互いに、良い相手だと認識したとし
たも、慎重に順序を追って付き合いを発展させようとしているようです。石川
遼さん自身の感情も、ある程度コントロールしながら、相手の気持ちを考え
て、なるべく自分の良い部分だけを見てもらいたいという意識が強くなるとき
です。

■それで新しい出会いは、どのような形で展開していくのが良いか？
新しい人と出会った場合、石川遼さんは、友人や会社の同僚や親から、何かを
言われるのではないかと気にすることから付き合いがスタートしていきます。
しかし、石川遼さんの人生は、自分のものであって、誰かが責任をとってくれ
るわけではありませんから、人の目や評価を気にすることなく、失敗してもま
たやり直すことはいくらでも出来るという気持ちを持つことで、付き合いが進
展していきます。相手の身分や収入やルックスで判断していくと大きなミスを
しやすいので、注意することです。

■運の神は、石川遼さんにどのように働きかけてくるのか？
1月度は、長生という十二運星です。天運は石川遼さんに、今まで通りの仕事で
はなく、さらに高度なことを要求してきます。たとえば、石川遼さんの仕事が
技術を必要とする職種であれば、さらに高度な内容を要求されるでしょうし、
さらにそれを成し遂げるために、周囲の人の協力が必要となってくるはずで
す。ですから、仕事においても、人間関係においても、プライベートでも、数
多くの課題を乗り越えていくときですが、それには自分一人の努力よりも、周
囲の人との心の心の触れあいが大切になってくるのです。実は、ここが天運の
願いでもあるのです。そのため、石川遼さんがゆとりを持ちたいと思っても持
てず、かなり心を切り替えて、人として成長しなければならない月になります
ので、石川遼さんにとっては、ストレスがきわめて多くなり、せっぱ詰まった
状況に追い込まれ、精神的に不安定なときと言えます。

■天運が味方する出会いの風水スポットとグッツとは？
1月は丁月です。石川遼さんに幸運をもたらす出会いスポットのキーワードは水
です。温泉旅行に出掛けた旅先か、人がよく集まる海岸沿いの観光地、または
フィットネスクラブです。スイミングスクールに通うようにしたり、夜に毎日
銭湯で入浴することも出会いを引き寄せることでしょう。小さな屋台や赤ちょ
うちんでお酒を飲んでいるときに、偶然となり同士になって顔見知りになる
ケースもありそうです。 また、ハッピー風水としては、石川遼さんの部屋の

南西にフラワーデザインのスタンドランプを置きましょう。ランプを灯したと
きに、鮮やかな朱色とかゴールド、グリーン系がスポット的にあると運勢をよ
くします。さらにグリーンやピンクのアロマテラピーグッズも効果的です。南
西方位にある花屋さんから、午後１〜３時に休日ごと、アクセントのある花を
買い求めるのも出会いを招きます。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

2月の対人関係と運の神の石川遼さんに対する願いを占う
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

運の良し悪しというのは、ほとんどの場合が同性、異性を問わず対人関係が起
因となっています。ですから、ここでは、対人関係からみた2月の運勢を占いま
す。最初に、石川遼さんの日干と2月の干から、通変星を出し、対人関係におけ
る精神的な変化を占い、新しい出会いがあった場合の展開の仕方を占います。
次に、2月の十干と石川遼さんの日支から十二運星を出し、月の運勢がどのよう
に石川遼さんに働きかけてくるかを占います。そして最後に、幸運をもたらす
出会いのスポットはどこなのかを風水的に、2月の十干から占います。

■2月の対人関係における気持ちの変化はどのようなものか？
石川遼さんの日干と2月の干から通変星を出すと、偏印の月となります。ですか
ら、対人関係は、付き合いが順調といえるのか？それともダメなのか？という
ことが分からなくなってくるときです。いつもと違う、ちょっとした相手の反
応にも、余分なことを考えてしまうようなことになりがちです。生活面でも、
人間関係の悩みから、これまでの安定したリズムが崩れがちで、妄想的で不安
定なものに変わりつつあるようです。

■それで新しい出会いは、どのような形で展開していくのが良いか？
新しい人と出会った場合、石川遼さんは、あふれんばかりの生命力を感じるこ
とができ、生き生きとしてくるところから付き合いがスタートしていきます。
しかし、人と人の付き合いというのは、ウキウキするようなことばかりではな
く、毎日が投げやりになってしまうこともありますし、流れるままになってし
まうこともあるのです。しかし、石川遼さんは、明るく前向きに相手を受け入
れていくことで、交際が進歩していくのです。

■運の神は、石川遼さんにどのように働きかけてくるのか？
2月度は、長生という十二運星です。天運は石川遼さんに、今まで通りの仕事で
はなく、さらに高度なことを要求してきます。たとえば、石川遼さんの仕事が
技術を必要とする職種であれば、さらに高度な内容を要求されるでしょうし、
さらにそれを成し遂げるために、周囲の人の協力が必要となってくるはずで
す。ですから、仕事においても、人間関係においても、プライベートでも、数
多くの課題を乗り越えていくときですが、それには自分一人の努力よりも、周
囲の人との心の心の触れあいが大切になってくるのです。実は、ここが天運の
願いでもあるのです。そのため、石川遼さんがゆとりを持ちたいと思っても持
てず、かなり心を切り替えて、人として成長しなければならない月になります
ので、石川遼さんにとっては、ストレスがきわめて多くなり、せっぱ詰まった
状況に追い込まれ、精神的に不安定なときと言えます。

■天運が味方する出会いの風水スポットとグッツとは？
2月は戊月です。石川遼さんに幸運をもたらす出会いスポットは、落ち着きのあ
る大人の喫茶店や高級スナック、カフェバーなどの飲食店がもっとも出会いの
起こりやすい場所です。わりあい大きな池や沼や花園を備えた広めの公園もふ
しぎな出会いをさずけてくれるでしょう。着付けの教室に通ったり、茶道を習
うことも縁を引き寄せるキッカケを作ります。穴場としては、日本の伝統芸能
である狂言や歌舞伎、宝塚などの公演を通して出会う機会もありそうです。
また、ハッピー風水としては、石川遼さんの部屋の南東に観葉植物を置きま
しょう。ジャックと豆の木やバナナの木など大きく成長するものを選ぶとよい

でしょう。自宅から見て南東方位にあるスパーやスポーツジム、植物公園にし
ばしば出掛けるのも効果的です。インテリアとしての花の絵を南東の壁に掛け
ると、すばらしい出会いを引き寄せてくれるはずです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼さんのビジネス目的と達成手段
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

ビジネスをするためには、その目的と達成する手段を考えなけばなりません。
四柱推命の月上の通変星をみることで、ビジネスの目的、目指すもの、目上と
の人間関係の付き合い方を占います。また、その目的を達成するための手段
は、年上の通変星で占います。そして、その月上と年上の通変星がお互いに作
用するとどのようになるのかを総合的に占います。そして、ビジネスをおこ
なっていく上では石川遼さんの金銭感覚はどのようなものなのかを知っておく
ことが重要ですが、これは日支十二運星で占います。

■石川遼さんが仕事をする目的と達成手段
石川遼さんは、比劫星と官星が並んでいます。石川遼さんは、一人ぼっちで生
活をしたり、誰とも交わることなく仕事をするのが苦手なタイプですから、と
にかく同僚がいる職場に出かけていきたいのです。つまり、組織やチームの中
で人と議論したり、競いあったり、人脈ネットワークをつくっていく中で、生
きがいを感じるタイプなのです。ですから、会議などをしないまま一人で目標
を設定して、誰にも相談することなく一人で予算を確保して、そして何年も専
門的な仕事をコツコツと継続してやっていくというのは向いていないのです。
また、人と競い合って一歩でも前に進みたいという欲望がありますので、組織
から厳しく管理されるような環境だと、ついつい飛び出してしてしまいたくな
るのです。そういった集団の中で生きがいを発揮していくために、石川遼さん
は組織の中で上手に上司や部下を説得し、根回しをおこない、チーム全体の方
向を動かしていけるような組織の運営能力には恵まれていますが、冷静に市場
を読んで、お客さんのニーズにあった商品やサービスをタイミングよく出して
いくという商才には少し欠けているようです。ですから、そういった機敏に市
場を読むことができる能力の人がビジネスパートナーとして必要になります。
そういったパートナーを、どのようにして確保していくか？ これができるか
どうかで、成功か失敗かの分岐点となっていきます。また、どうしても、社会
的な良識や道徳よりも、上司や組織の決定事項を優先してしまう傾向がありま
すから、もし勤務先の会社が不正や不義な仕事をしている場合は、大きな災難
に会う確率が高くなってきます。

■目的達成のためには上司とどのようにつきあったら良いか？
石川遼さんの上司との関係は正官ですから、伝統とか格式、世の中の規範など
基本に忠実に生きようとします。『忠犬ハチ公』ではありませんが、上司と部
下という関係にもしっかりとした『ケジメ』を必要と思っているタイプです。
そのため、上司とはフレンドリーな関係を築くよりも、上司にしっかり管理さ
れ、指導を受けながら、重要な仕事を担当することで実力を開花させていくこ
とでしょう。石川遼さんは『仕事の進め方はこうあるべき』という概念が一度
頭に刷り込まれると、生涯を通じてそれを遵守する几帳面さがあり、それが部
下の管理能力へと成長していくのです。上司とは感情的な好き嫌いよりも理性
を中心に対応していきますから、仕事は無事に達成し、出世にも恵まれます
が、温かい心と心のつながりを築いていくことは苦手かもしれません。上司や
同僚とは、酒を飲みつつ腹を割って本音で談笑する居酒屋会議を利用するなど
して、自分の心を解放させ、自分自身を良く知ってもらう努力が必要のようで
す。現実の世の中は、『正しい道』だけを歩いていくとうまくいかないことも
沢山あるものです。

■石川遼さんの金銭感覚は大丈夫か？

石川遼さんの金銭感覚は「絶星」です。石川遼さんは、一見すると、なかなか
決断をしないことがあるので、やる気がないように見えることもありますが、
実は、ココ一番というタイミングを常に見計らっているのです。ですから、や
るとなったら、一気にやってしまって、あれよあれよという間に成功していく
ような仕事の仕方をするので、急速にお金持ちになることもあります。しか
し、その決断を失敗してしまうと、極端にお金に困るようなことにもなってし
まいます。つまり、大成功か大失敗かのいづれかの人生です。しかし、たとえ
大失敗したとしても、それにこだわることなく、自由自在に変化しながら、再
スタートをしていきます。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

■石川遼さんのビジネスマンとしての適性のすべて
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

競争の厳しい社会での成功と失敗ということを占うには、四柱推命が圧倒的に
向いています。ビジネスマンとしての適性と欠点は？に関しては、日干をみて
占います。石川遼さんの才能を活かせる職場はどんなところ？ 石川遼さんに向
いている仕事と向いていない仕事は？ もし管理職になったらどのように振舞
うと良いか？どのような人間関係を構築すると大きな失敗をしないか？は い
づれも、月上の通変星をみて占います。

■石川遼さんのビジネスマンとしての適性と欠点は？
石川遼さんは、日主が庚ですから、会社の中において、ちょっと扱いにくい人
という評価を受けているかもしれません。なぜならば、上司や先輩の意見より
も自分の感覚を何よりも信じて行動する一面があるからです。表面的には、上
司の指示に素直に従うような振りをすることがありますが、細かく観察してい
くとそうでないことが分かります。ですから、何年もつきあっている同僚や上
司からは、『指示通りに仕事をしない人』という印象を持たれているかもしれ
ません。また、ときどき勝手な思い込みで暴走してしまうと、人の意見には耳
をかさず、自分で納得するまでやってしまいます。ですから、石川遼さんをキ
チンと指導し、管理できる人は会社の中でも多くはないでしょう。もし、石川
遼さんが、この人の意見なら聞いても良いと思う人がいるのであれば、大変恵
まれた環境で仕事をしていることになります。そういう場合は、多少のキツイ
叱り方をされても、受け止める器があるので、がんがん訓練されて持って生ま
れた感性をセンスを伸ばしていくことができるでしょう。そして、自分の感性
と、会社の目標とするところがマッチすれば大変なパワーを発揮して、実績を
出していく可能性があります。石川遼さんは、人の意見を素直に聞くことが不
得意で、聞いても、その趣旨を理解して、自分の思考方法を変えていくという
柔軟さに欠けています。そのため、石川遼さんがもし、出世していくことにな
ると、上司からも部下からも反発されて孤立してしまうこともあります。自分
の感性を信じることは良いのですが、あまりそれを主張しないで、気がついて
いても、知らぬ振りをするぐらいのほうが、組織人としてはうまくやっていく
ことができるでしょう。

■石川遼さんの才能を活かせる職場はどんなところ？
石川遼さんのビジネス能力は正官星という星が支配します。石川遼さんは、組
織化された会社の中ではじめて能力を発揮できるタイプです。つまり、上司に
うまくあわせたり、同僚や部下を会社の方針にのっとって管理し、まとめあげ
ていく能力ですが、なによりも自分自身を厳しく管理する能力がありますか
ら、『模範社員』のような評価をされることが多いでしょう。さらに、非常に
人心掌握にたけいて、『正義感』を前面に押し出しながらまとめあげていきま
すので、経営者の信頼も得ることができる能力です。しかし、いいかえれば他
人の前では自分を厳しくコントールしているので、なかなか本音が言えないと
いうこともあります。また、世間や友人の評価を気にするあまり、オリジナリ
テイに富んだダイナミックな判断ができにくいということもありそうです。で
すから石川遼さんの上司や経営者がしっかりと現場もコントロールできている
組織では、ストレスもなく能力を発揮することができるのです。しかし、自己
保身の強い上司や幹部が多い会社組織では、顧客や役職をもたない平社員との
間にはさまれて悩みがつきないこともあるでしょう。幹部や上司に対する不満
があったとしても、石川遼さんが会社を非難したり、上司を非難したりする可
能性はあまりありません。もしあるとしたら、首を覚悟している時などよっぽ
どのことがある場合に限られます。

■石川遼さんに向いている仕事と向いていない仕事
石川遼さんは、会社の経営者や幹部から見ると、組織人向きと評価され、忠実
な部下として使いやすいと思わせる才能があります。つまり指示に対して正確
に従い、職務を遂行する折り目正しい能力があるからです。さらに、大きな組
織で日常の仕事の手順が確立されているような環境では、石川遼さんは生まれ
持った才能を充分に発揮して仕事ができることでしょう。しかし、起業まもな
い会社で社内のルールなどが未整備な組織の場合は、癖の強い人が多いわけで
すから、その中でやっていくのは大変な苦労がともなうことでしょう。会社に
対する服務能力というのは、部下から見ると、従っていきたいと思わせる才能
でもあります。ですから、部下を育て管理する職業が適性です。中間管理職、
監督業、公務員や上級サラリーマンに多いタイプです。１人で独立してやるの
は向いていません。しかし、信頼する上司が独立して、その人から、誘いを受
けた場合などは転職という形で仕事を変えていくので、問題はありません。常
に、強力なリーダーの元で、指示された内容を組織全体が実行していくという
チームの中で仕事をしたほうが能力が発揮できます。

■もし管理職になったらどのように振舞うと良いか？
石川遼さんが管理職になった場合、経営者や役員の指示に従って、職務を正確
に遂行します。そういった意味では石川遼さんの部下達も会社の大きなメイン
ストリームに乗って仕事ができる喜びを得ることでしょう。また、人の向き、
不向きを観察してチームを編成したりすることが上手ですし、そういったチー
ムの中で人を育てることも上手です。つまり、石川遼さんは、部下に大きな仕
事を任せることができる器があります。仕事の成果は部下の手柄にし、失敗は
自分でとるという折り目正しい管理職になれる才能があります。手柄は自分で
横取りし責任は部下に押しつけるような卑怯な真似は好みません。ただし、社
会的な正義感に根ざした自制心に優れていますので、もし会社の代表や役員か
ら不正な仕事を指示されたりすると、ノイローゼになってしまうタイプです。
また、勤怠管理に対してもうるさい方で、遅刻などには大変厳しく目を光らし
ています。良心的な部下や正義感のある幹部と一緒に仕事をすることで、喜び
を得るタイプです。

■どのような人間関係を構築すると大きな失敗をしないか？
石川遼さんは、組織に従いながら、組織をコントロールすることが上手ですの
で、普通はある程度出世はするはずです。ただし、それには自分より職位が上
の上司の庇護の下でという条件がありますので、上司との人間関係が悪いと本
来自分がもっている能力が生かされないことがあります。また、少々コツコツ
とやりすぎるという面もありますので、熱くなってしまったら、会社の方針を
無視してとにかく暴走的にやってしまうような人とパートナーシップを結ぶこ
とができれば、石川遼さんの持ち前の管理能力が発揮できて、発展していく可
能性があります。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼さんは独立してやっていけるか？
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

石川遼さんが独立してやっていけるかどうかは、四柱推命で占います。サラ
リーマンを辞めるべきか？ 独立する場合の注意事項は？独立するのに必要な
ビジネスパートナーは？どうやって商品と自分を売り込んでいくか？について
は、月上の通変星で占います。そして、独立してからの資産運用はどうする
か？は年上の通変星で占います。
■サラリーマンを辞めるかどうか？ 迷っている石川遼さんへのメッセージ
石川遼さんのビジネスに関する志向や能力は、正官星です。石川遼さんは、言
われたこと指示されたことは比較的そのまま従順に守りながら、組織をまとめ
ていくほうです。つまり目上や上司からの指示に服従しながら、サラリーマン
として立派にやっていける能力があります。ですから、石川遼さんは、１人で
独立するよりも組織の中にいるほうが、自分の才能を発揮できることを良く
しっているはずです。もし、会社がリストラを断行しようとしても、あらゆる
手段を使って組織に残りたがりますし、そういった根回しも得意です。実際理
不尽なリストラをされても、給与を下げられても、我慢しながら残る人が多い
ようです。
また、石川遼さんは、自分の部下がいて、その組織をうまくまとめあげてチー
ム全体で成果を出していくタイプです。ですから、独立、開業といっても、１
人だけでやってもうまくいきません。自分の信頼できる部下や上司と一緒に独
立して初めてうまくいきます。そういった組織単位での独立ができるのであれ
ば、うまくいく可能性もありますが、それでもトップの立場にならないほうが
賢明です。今の会社で仕事をすることが、極端に苦痛で精神がおかしくなるよ
うなところまで追いかまれない限り、今の会社でなんとか自分のやりたいこと
を実現できないのかを考えるべきです。
最後に、締めくくりをしておきましょう。『金欄の契り』という言葉がありま
すが、自分の生命をかけてくれる協力者がいることを示しています。石川遼さ
んを命をかけて支えてくれるようなビジネスパートナーがいる場合には、独立
してもうまくいく可能性があります。しかし、そういうパートナーがいない場
合には、独立を控えるべきでしょう。
■独立する場合、あなたに必要なビジネスパートナーはどんな人？
石川遼さんは、上司や先輩の指示にうまく自分をあわせながら、組織をまとめ
あげていく忠実な服務能力があります。指示されたことは真面目にコツコツと
やり遂げます。上司に対する報告、連絡、相談もしっかりしており、上司から
見て安心して見ていられるタイプです。しかし、あまりにも考えが堅くて、自
分の得意とする分野の才能をどんどん発揮したり、自己主張をしたりするこ
と、いわゆるオリジナリテイを打ちだすことが不得手です。ですから、石川遼
さんにふさわしい能力をもったビジネスパートナーは、自分の才能を巧妙に発
揮して名をあげていきたいという欲望をもった人か、足を使って周囲の反対を
押し切って強引にビジネスを前に進めていく迫力とパワーがある人です。
■サラリーマンを辞めたあと、一番重要なのが自己を売り込むことです。
どうやって自分を売り込み商談を成立させていくのが良いのか？
石川遼さんは、取り扱っている商品に対し、会社の方針がどうなのか？で、取
り組み方が全然異なってきます。本当の意味で、人々が欲していない商品で
あっても、会社の戦略的商品であれば、自分の心を会社の方針に合わせてそれ
なりに売っていくことができます。つまり、義務感で、無理にでも商品を販売
していこうという心情はあるのですが、体についていきません。取り扱ってい
る商品が、実はあまり効果がないものだったりすると心が痛むタイプですか
ら、内臓を病むこともあるでしょう。だからといって、会社の方針を無視する

ことはなく、我慢して会社の方針に従うことが多いわけです。ですから、会社
全体が、世の中の人々のニーズにズバリあった商品を提供していくことに優れ
ている場合は、石川遼さんも、優れた商品を売り込んでいけることでしょう。
しかし、石川遼さん自身が、オリジナルで商品を開発して、それを顧客に提供
していくために、万難を排して進んでいくということはないようです。
結論を言いましょう。石川遼さんは、『第一にお客様に合わせる、第二に我が
侭を聞く、第三に誠実、第四に信頼関係』という順番で、自分を売り込んでい
くことです。つまり、お客様の価値観に徹底して、自分を合わせるということ
なのです。つまり、お客様の我が侭を聞いてあげることによって、誠実さをア
ピールし、結果的にお客様は、自分の我が侭を受け入れてくれた人ということ
で、石川遼さんを信頼していくようになるのです。お客様との信頼関係ができ
てしまえば、それで成功です。

■サラリーマンを辞めたあと、どうやって資産運用をしていくか？
石川遼さんのビジネス目的を達成するための手段は、年上の劫財星です。石川
遼さんは、自分で新しい資産運用を考えるというよりも、雑誌やメディア、あ
るいは他の人がうまくやって利益を出しているといった耳からの情報が気に
なって仕方がないタイプです。他の人が○○をやって儲けているという情報を
知ると、むしょうにそれを真似したくなります。ですから、あなたは、綿密な
調査なしに実行してしまう短慮のゆえに、失敗が多くなりがちです。ですか
ら、慎重で戦略性のある人とパートナーを組むことが資産運用の成功の秘訣で
す。その人が、配偶者であっても、知り合いの銀行の営業マンであれ構いませ
んが、証券マンの口車には要注意です。
いづれにしろ、石川遼さんの場合は、『人の真似して、うまくいくことはな
い』『儲け主義の奴隷になると、結局は損する』ということを資産運用のとき
には、肝に銘じていおくべきです。さらに、資産運用を考える前に、その資産
の誤りでない使い道を考えておくと、成功が近づきます。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼さんのこれからの１０年間の仕事の変化
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

仕事というのは何十年も継続してやっていくものです。その間には、大きな変
化もあれば、新しいことに取りくむときもあれば、出世するときもあれば、独
立をするようなこともあｒます。ここでは、これから１０年間で、独立すると
したらいつが良いか？ 仕事上の大きな変化がやってくるのはいつか？今を脱却
する新しい構想やプランを立てるのはいつか？を四柱推命の年運をみることで
占います。１０年先まで長期的視野で見据え、準備しましょう。

■石川遼さんは、独立するとすればいつが良いか？
石川遼さんの日主は庚ですから、石川遼さんが、今までの環境から脱出して、
パワフルに殻を打ち破って自分の足だけで新しい人生を歩みはじめていくので
あれば、2020年のときが最高にエネルギーパワーが全開していて、良いときで
す。しかし、このときになって独立を考え始めるのではなく、既に準備が整っ
た段階で、あとはわき目も振らず、心を他のことに奪われないで、集中して行
動するという意味での独立実行のときなのです。
もし石川遼さんが、まだ迷っているならば、運勢的には2020年のときが独立の
ときなのですが、現実の準備ができていないという可能性が大きいようです。
なぜならば、石川遼さん自身が、他の人に比べると、一芸に秀でた分野が必ず
あって、それを強引に押し出しながら実行していくタイプだからです。さら
に、石川遼さんの場合は、独立をおこなうときでも、色々な人とじっくりと話
しあいながら物事を進めていくほうではなく、自分だけの独断で走ってしまう
タイプです。ですから、大なり小なり、独立時には、ゴタゴタはつきものです
し、普通の人以上の苦労があり、さらに独立してしまってから、後悔すること
もありえるのです。一方で、このようなパワフルな独立の仕方ではなく、顧客
からの要望をかなえるために、あるいは社会的なニーズにこたえるために、た
とえ孤独にたった１人であったとしても、そして誰からも支援されなくても、
使命感をもって『大義』のために独立するとしたら、2014年のときです。この
時期に、独立する場合は、その後何年かはサラリーマン時代よりも社会的地位
がいったんは、下がり悔しい思いをすることもあるかもしれませんが、やがて
は社会に大きな影響をおよぼすような人物と出会うことになり、石川遼さんの
独特の感性が生かされて、サラリーマン時代のとき以上の地位や名声を手に入
れることになります。

■仕事上の大きな変化がやってくるのはいつか？
石川遼さんが望むと望まないにかかわらず、現在仕事をしている会社や組織、
あるいは取引先などから、一方的に大きな変化を強制される時期が、2016年の
ときです。この時期は、石川遼さん自身が、何年か前にピンと感じた新しいプ
ロジェクトを少々強引に力づくて押し進め、その結果、さまざまなトラブルや
周囲との摩擦を経験し、やっと当初の自分の意思がある程度実現できたあとに
やってくる必然的な運勢なのです。ですから、過去何年間かの仕事を振り返っ
てみて、やりたいことをやってきたけれども失ったものも多いという実感があ
る場合は、さらなるステップアップの時期として、運勢が石川遼さんに自己改
革による成長を期待しているのです。しかし、過去何年間かを振り返ってみ
て、ピンと感じたものがあったにもかかわらず、組織の体制に流されて適当に
自分の本心をごまかしながら仕事をしてきた場合には、その何年間かの償いを
させるために運勢は、天罰的に石川遼さんに働きかける可能性もあります。ど
ちらの場合も、石川遼さん自身が真正面から、取り組んでいけば、２〜３年後
には必ず、新しい自分を発見して、驚くような自分自身に出会うことができま
す。石川遼さんの場合は、感性が鋭く、思い込んでしまったら人の意見には耳

を貸さず、暴走気味に走ってしまうところがあります。しかし、この時期の運
勢は、石川遼さんに人とじっくりと話し合いをしながら、なるべく自分の主張
をしないで、環境の変化に自分を合わせて、自己改革をしていくことを要求し
ているときなのです。

■今を脱却する新しい構想やプランを立てるときはいつか？
石川遼さんは、机にずーと座って、構想を練ったり、企画を練ったりするより
も、どちらかというと、自分のやりたいことが明確にあるほうですから、足を
使って忙しく動き回りたいほうです。しかし、運勢のリズムを考えた場合、新
しいものを生み出すときというのは、頭も体も少しぼんやりとして、空想的、
瞑想的、妄想的になる瞬間が必ずあるものです。石川遼さんの場合は、2018年
のときが、そういった『あたらしい芽生えを感じさせる瞑想のとき』になって
います。石川遼さんの過去１０年間を振り返ってみてください。自分なりに目
標をたてて、それに向かって懸命に頑張って仕事をしてきたのではないでしょ
うか。そして、自分の意見を半ば強引に押し通すような仕事のやり方をしてき
たのではないでしょうか。運勢のリズムは１０年周期でやってきます。そう
いった今まで目標にしてきたことを完全に方向転換したり、まったく新しい分
野を『無の状態』からスタートする混沌としたカオスの状態になるときが、
2018年のときなのです。ですから、この時期は、やたらに利益を追いかけて行
動するのではなく、人の意見を聞かずに自分勝手に動くのでもなく、2018年か
ら１０年という期間に、神様が石川遼さんに望んでいる仕事はなんなのかを、
じっくりとプラニングするときなのです。もちろん、結果的に、それが今の仕
事の延長であってもかまわないのです。この時期は決断を急ぎすぎると、何事
もうまくいきません。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼さんのビジネス能力の全て
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

ビジネス能力の診断には、もともと社会的な成敗を占うのが得意な四柱推命を
つかいます。四柱推命の命式のなかでも、月干の通変星が実社会でビジネスを
する際に発揮される星です。この星をみることで、ほらふき度、根回し度、優
柔不断度、責任感度、現状改革度、芸術・審美善度、経済社会度、勝負どころ
を占います。さらに、そういった天賦の能力を開花させるには、行動が必要と
なりますが、この行動をみるためには、日支の十二運星を見て占います。最後
に、ビジネスの荒波を超えていくためのポイントは、性格的な観点を見ますの
で、日干をみて占います。

■石川遼さんの能力ランキング
石川遼さんのビジネス能力は、正官星です。これから、下に示すような能力で
あることが診断できます。
■石川遼さんの『ほらふき度』
石川遼さんは、『ほら』をふくのは得意ではありますせん。なぜならば、上司
の指示通りに忠実にやるタイプなので、口から言葉に出る内容は、会社の上司
からの指示であることが多いのです。ですから、ほぼ１００％、口にした内容
は忠実に実行に移すことでしょう。もし言った内容を実行しないということが
あれば、上司から中止命令が出たか、組織ぐるみの不正に関与したくないとい
う良心の叫びに従った結果でしょう。また、石川遼さんが口先だけで実行しな
いケースとして、その目的が自己防衛になっているケースがあります。
■石川遼さんの『根回し度』
石川遼さんは、基本に忠実であり、無用な感情より理性が先に走りますので、
組織にうまく適応していきます。部下への根回し、上司への根回し、いづれも
得意とするところです。ですから、石川遼さんに仕事を任せている限りは、他
の部署から「きみ、勝手にやってもらっては困る」とか、突然上司から「報告
しないでやるのは困るなぁ」、「会社の方針に合わないじゃないか」といった
組織にありがちなクレームやトラブルは極力回避してくれるはずです。その代
わり、首を覚悟で、プロジェクトを強引に進めることは得意ではありません。
■石川遼さんの『優柔不断度』
石川遼さんは、基本を大切にし、何事にも几帳面な性格ですから、上司や会社
の指示を的確に守って職務を遂行しようとします。つまり、優柔不断というこ
とは普通はありえません。もし、石川遼さんが優柔不断な行動を取るとした
ら、上司の指示がころころ変わっていることが多いのです。または、会社がリ
ストラを断行した場合、保守的な石川遼さんは最後まで会社に残ろうとするの
で、上司の顔色を見ながら仕事をする可能性もあります。仕事以外の通常の社
会生活で、石川遼さんが優柔不断になることはまずありませんが、このように
上司や会社の影響に左右されて、これが結果的に優柔不断と判断されることは
あるでしょう。
■石川遼さんの『責任感度』
石川遼さんは、自分自身で納得するまで調査して、そのあとに仕事を始めると
いうタイプではありません。上司が決定した内容であれば、忠実に責任をもっ
て最後まで遂行するというタイプです。ですから、上の決定や方針がたとえ間
違っていたとしても、石川遼さんはそれを義務としてとらえ、確実に遂行しよ
うとするでしょう。そのため、職務遂行を全うすると意味での責任感はありま
すが、私利私欲のある上司に使われると、本心との葛藤でストレスがたまって
いきそうです。

■石川遼さんの『現状改革度』
上司からの指示そのものが、現状を変革するものであれば、石川遼さんはそれ
を忠実に実行した結果、改善や改良といった『改革』になることがあります。
しかし、自分で、社内の問題点を積極的に洗い出して会社の方針までを含めて
新しい旋風を起こすといったタイプではありません。また、石川遼さんは、
ニュービジネスの場面に率先して立ってはいけません。あくまでも現状の稼動
している業務の中でやっていくべきです。
■石川遼さんの『芸術・審美善度』
石川遼さんは、親が伝統的な工芸に携わるような職業であった場合、自分はそ
れを継がないといけないと思うタイプです。だから、自分で率先して関心を抱
いて芸術や工芸の道に入っていくというよりも、義務感や使命感で入っていく
ことが多いのですが、特に苦になるわけではありません。そのため、ピカソの
ような 奇抜 な芸術を生み出す感性はありませんが、伝統的な芸術であれ
ば、基本に忠実なので、正確で技術レベルの高いものをうまく習得することが
できます。
■石川遼さんの『経済社会度』
石川遼さんは、上司や人の真意を上手に汲み取り、それに応じた行動をする能
力があります。人の言葉のちょっとした調子の変化にも、敏感にその人の真意
を悟ることができますので、組織の中においては、上司の信頼を勝ち取り、部
下をうまく使うことにつながっていくのです。ですから、もし石川遼さんが配
属されたグループのリーダーが、やり手の場合には、石川遼さん自身の順応性
を認め、それに応じた責任を与え、その結果チーム全体が社会に貢献し、利益
も出していくことが可能になります。
■石川遼さんの『勝負どころ』
石川遼さんにとって「勝負」とは、目上や周囲から認められる何かを手に入れ
ることです。もし、自分自身にその可能性がないときは、そういう可能性を
持っている上司やビジネスパートナー、あるいは結婚相手に賭けることです。
つまり、一人で何かをやり遂げるということではなく、周囲からの評価をどれ
だけ得られるかが、石川遼さんの勝負どころとなります。

■能力を効率よく発揮させるためにはどうしたら良いか？
石川遼さんの行動習慣は、「絶星」です。これから、下に示すようなビジネス
行動であることが診断できます。
石川遼さんは、凝り性でとことん追求する性格なので、一度固定概念ができて
しまうと、それを基本に徹底して追いかけていきます。一度凝り出すと、人の
数倍もの努力を重ねて、確実な結果が出るまではほかのことが目に入りませ
ん。ある意味、修験者的な要素を持ち合わせている人といえますので、組織の
中で活躍するとすれば、研究機関の科学者とか学者に向いています。また、社
内の商品や研究成果を力強く推進するエネルギーに満ちていますので、販売ス
タッフやアドバイザーにも向いているでしょう。ただし、あまり拘束力のない
部署で自由に活動させると、すぐに自分勝手に独走してしまって、結果として
孤独を感じることが多く、喜怒哀楽が激しくなるので、ヒステリック症候群に
陥ることになります。ですから、そんな石川遼さんは、チームワークでスクラ
ムを組んで、楽しく仕事ができる環境に身をおくほうが、長い目でみれば大成
するでしょう。

■ビジネスの荒波を超えていくためのポイント
石川遼さんの日干は庚ですから、自分のやり方を押し通す傾向が強く、自分に
とって役に立つ人と、不要な人を分けて生活しているようなところが見受けら
れます。仕事がうまくいっているとき、運の良い時期の石川遼さんの行動は、
合理的で、周囲も納得しています。しかし、仕事が失敗したときや、不運な時
期に入ると、石川遼さんの冷たさと合理性が現れ、メリットのない相手は、ど
んどん切ってしまいますし、相手も石川遼さんを見限ります。調子の良いとき
にも、悪いときにも、変わらない温かい心で人に接することがポイントです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

紫微斗数推命が教える石川遼さんの財運と仕事運
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

紫微斗数推命でみる財運や仕事運というのは、社会の目でみた石川遼さんの評
価という観点で見るのではありません。石川遼さん自身がどうするうことが一
番喜べるのか？という心理的観点から占うのです。石川遼さんは、どうやった
らお金を手にすることができるか？どうすれば、お金を失うか？ということに
関しては、財帛宮または遷移宮を見ます。また、どうやったら人間関係で成功
することができるか？どうすれば、失敗するか？に関しては官禄宮または父母
宮の星を見ます。（星が入っていない場合は、対冲宮を見るという画一的な見
方はしません。）

■石川遼さんは、どうやったらお金を手にすることができるか？どうすれば、
お金を失うか？
石川遼さんの財運は廉貞星ですから、人よりも頭が切れます。その切れ方は、
非常に鋭く、冷徹で、利益計算専門のコンピュータのようなものですから、と
にかく効率よく利益を生み出すような仕事が向いているようです。たとえば、
莫大な利益を上げている企業からの請負い開発、売れ残ったマンションを超安
価で仕入れ、それを定価で販売するような仕事です。石川遼さんの利益計算の
頭脳は、普通の人の感覚では、計り知れないものがありますから、その仕事の
やり方には、形がなく、分野も特定することができません。どんな分野であっ
たとしても、やっていくことができます。ですから、人よりもお金を得ること
ができるはずです。しかし、そういった大きなお金が動くところには、同じよ
うな猛者達が沢山集まってくるものです。場合によっては、闇の世界で生きて
いるような危ない人たちと出会うこともあるかもしれません。そういった危険
と常に隣り合わせといった世界で、競争相手の裏をかいて、勝ち残っていくと
いうやり方が、石川遼さんには、大変うれしく、元気がでる仕事なのです。逆
に、石川遼さんは、公務員とか、大企業のサラリーマンとか、道徳と規律を厳
しく社会から評価されるような仕事をするとストレスが溜まってしまいます。
もし、大企業の中で仕事を探すとすれば、メーカーの購買部門で、１円でも安
く業者から品物を仕入れるとか、あるいは、法務部門で、競争する会社を裁判
といった合法的なやり方で、その勢いを弱めてしまうといった、戦闘的な部署
が良いのです。または、金融業であれば、デリバティブや先物取引きといっ
た、非常にリスクが大きくて、利益が見込めるような戦場で仕事をするのが向
いているのです。いづれにしても、毎月２５日になれば、決まった給与が預金
口座に振り込まれるような仕事では、飽き足らなくなってしまうタイプですか
ら、普段から得意とする分野の技術とセンスを磨いておき、イザという戦いの
時に備えておくことが必要のようです。

■石川遼さんは、どうやったら人間関係で成功することができるか？どうすれ
ば、失敗するか？
石川遼さんの職場運は紫微星ですから、私心のない公平な上司や、良きリー
ダーに恵まれると、極めて従順に、その人に従っていくことができます。さら
に、良きリーダーは、石川遼さんを大切にしてくれますから、職位の上昇も早
いことでしょう。石川遼さん自身が、そのようにリーダーに忠誠を尽くす姿勢
をみて、石川遼さんの部下達も、安心して我が身をそのグループにおくことが
できるのです。こういった環境に恵まれると、人間関係に支障がなく、石川遼
さんはストレスも溜まらずに、平穏無事な社会生活を送ることができます。し
かし、石川遼さんは、私心が強く、自らの権力や欲望を満足させるためだけ
に、会社を利用しようとしている上司やリーダーのもとでは、忠誠を尽くした
いという気持ちになることはありません。だからといって、上品な振る舞いし

かできない石川遼さんは、反逆をくわだてるようなこともしたくないのです。
しかし、心の中では、良心が、「社会的正義に反するようなリーダーについて
行って良いのか？」という叫び声をあげているのです。最終的には、石川遼さ
んは重い腰をあげ、部下のため、社会のために、そういったリーダーを合法的
に追放するような行動をすることができます。そして、自らが正しいと信じる
道を生きていくのです。そういった石川遼さんを尊敬する、部下達によって、
石川遼さんは、良き人間関係を築くことができるはずなのです。もともと、天
の声を聞くことができる石川遼さんですから、良心の叫び声に素直になるこ
と、これが石川遼さんの人間関係を成功させるコツなのです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

2010年

石川遼さんの恋愛と結婚予報

石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

2010年の何月に恋愛はどうなるか？結婚はどうなるか？ということを占うに
は、四柱推命の月運を見るのが一番適切です。出会いは何月にあるか？そして
どういう恋愛になるか？については、日柱の十干によって判断します。日干が
干合する干の月がもっとも異性とくっつきやすいからです。また日干が痛めつ
けられる干のときは、悩みが大きくなります。結婚する確率とその理由も、日
干の特性から占います。また、健全な恋愛と結婚は、健全な心と肉体からス
タートします。心が衰弱するときと体が故障するときはいつか？は日支蔵干の
十干によって判断し、月運の干に漏れる場合（傷官）に、衰弱すると判断して
いきます。

■出会いは何月にあるか？そしてどういう恋愛になるか？
石川遼さんの日干は庚です。2010年の石川遼さんの出会いのスポットは、デ
パート、ブティック、旅行代理店、金券ショップ、インテリア用品店、取引先
の会社やお店、お金に余裕のあるときに出かけるところなどです。１年の中で
は、9月の出会いが最も幸せに結びつきやすく、10月の出会いは悩みをもたらし
ます。仕事の面で多少余裕が生まれてきたときや、未知の人たちと次々顔見知
りになっていくときや、財布の中身が比較的多いときや、後輩・部下の面倒を
見なければならなくなったときに、すばらしい異性との出会いが起こりま
す。2010年の石川遼さん の恋愛の特徴は、派手で華やかな男女間の付き合いを
しがちなことで、たとえ自分自身にその気はなくても、浮気っぽい態度や行動
に受け止められがちな場面が生じやすいようです。それだけ異性運の強い年と
言えないこともありません。仕事とデートが交錯しやすく、長時間一緒にいる
ことは難しいようです。

■2010年に結婚する確率とその理由
2010年中に石川遼さんが実際に結婚する可能性は、石川遼さんが今までどれだ
け自分のやりたいことを達成してきたかに左右されます。結婚に向かって踏み
出そうとするのは4月であり、足がすくみがちなのは7月です。2010年中に石川
遼さん が結婚を決意するとすれば、何よりも異性との縁や出会いが活発であ
り、それに伴う性的な欲求も強まっている、というタイミングが第一の理由に
なるものと思われます。もうひとつ石川遼さん 自身の中に、男女間の交際にや
や疲れてきた、ということも理由のひとつとして存在しているものと思われま
す。実際に結婚した場合は、あちらこちらと二人で出かけることが多くなり、
家の中でのんびりとくつろぐようなことはできません。交際関係も今までより
広がっていきます。マイナス面としては、新しい家庭を作った筈なのに親兄弟
との関係は薄れて、自宅外で食事することも多くなりそうです。

■心が衰弱するときと体が故障するときはいつか？
石川遼さんの日支蔵干は甲です。2010年の石川遼さんの心の危険信号は、他人
と会うことを嫌がり、一人きりで部屋の中に閉じこもりたくなってしまうこと
です。屋外に出ること自体に苦痛を感じ始めるのも危険信号ですし、ぼんやり
と何時間でもひざを抱えたまま座り続けているのも危険信号が点滅していると
いえます。特に1月のときは心が弱くなってしまいがちです。石川遼さんの好き
なスポーツを観戦するとか、トレーニング用品を購入すると強くなれま
す。2010年の石川遼さんの体の危険信号は、水分を異常なほど欲して、常に体
に水分を補給していないといられなくなることです。その結果として、トイレ
にあまりに頻繁に立ちすぎるのも危険信号ですし、急激に全身がむくみ始め

て、水太りのようになってくるのも危険信号が点滅しているといえます。特に4
月のときは体が故障しやすいときです。石川遼さんの場合、早朝マラソンや
ジョギングが大変効果的で体質を強化できます。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

2010年

石川遼さんは、結婚までいきつくことができるか？
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

石川遼さんが結婚までいきつくことができるかどうかは、2010年に木星がどの
程度、石川遼さんに影響を与えるかで占うのが良いのです。四柱推命の場合
は、その年がどんなふうな年になるのかは分かりますが、とにかく吉の現象が
起こるのか起こらないのか？という占いでは、ホロスコープの木星を使ったほ
うが当たります。つまり、出生日の太陽星座を第１ハウスとして、2010年６月
１５日のトランジット木星のハウス位置を算出します。太陽星座と同じ星座に
木星がくれば、木星は第１ハウスにいるということになります。木星は最大の
吉星ですから、このように木星の影響を調べることで今までと2010年は何が違
うか？を占います。次に、結婚のチャンスははたしてやってくるのか？を占う
には、落ち着きと家庭生活を意味する出生時の月とトランジットの木星のアス
ペクトによって判断します。 最後に、チャンスがやってきたら、どのように対
応すると良いか？も同様の方法で占います。

■今までと2010年は何が違うか？
木星が出生図の太陽から数えて第８ハウスにあります。今までと違って2010年
の石川遼さんは、冠婚葬祭に引っ張り出されることが多くなり、目上の親戚た
ちとかかわることが多くなりそうです。身近な人が大きな事故にあったり、急
病になったりして、入院したり、手術したりすることもあるかもしれません。
誰かの生と死という問題にかかわることになり、あとを引き継ぎ、大切な仕事
を任せられ、後継者として指名されることもあります。あるいは、まるで命の
源をすべて消耗するような異性との激しいセックス関係におぼれてしまい、そ
の関係から離れられないような状況におちいる可能性もあります。

■結婚のチャンスははたしてやってくるか？
出生図の月(太陰)とトランジットの木星とが９０度アスペクトをつくっていま
す。2010年のうちに結婚するチャンスはあるのですが、何らかの邪魔が入って
難しくしそうです。仕事がものすごく忙しくなって、なかなか会うことができ
ないとか、周りから強く反対・干渉されるなどされがちです。新しい出会い
は、仕事上のトラブルなどが原因で生じてきそうです。すでに相手がいる場合
は、結婚をあきらめかけたような状況になってから、突然決まったりします。
お見合いや縁談は、したとしてもお互いに気に入らないことが多そうです。重
要なことは、トラブルに対し、感情的にならないことです。

■結婚のチャンスやってきたら、どのように対応すると良いか？
出生図の月(太陰)とトランジットの木星とが９０度アスペクトをつくっていま
す。2010年のうちに結婚のチャンスがやってきた場合、仕事中心の生活から、
プライバシー重視の生活へと切り替えることが必要です。かりに職場の上司や
同僚から白い目で見られても、結婚そのものが、仕事にもプラスになるはずだ
というくらいの自信をもって、周囲を気にしないくらいの強い気持ちが大切で
す。周囲からの反対や障害、さらには昔つきあっていた異性から邪魔が入っ
て、結婚は無理かなと思っても、最後まであきらめることなく一緒に暮らす事
だけを夢見ていれば、神仏が味方してくれるときです。親や兄弟、そして、目
上の人たちと真正面から争ってしまうと結婚の運が逃げていきます。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼さんが異性によって運が上がる時と下がる時
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

長い人生を振り返ってみて大きな分岐点が３つあります。１つめは、学校での
進路決定。２つめは就職。３つめは異性との出会いです。そしてこの異性との
出会いこそが、もっとも運勢を上げることもあり、逆にもっとも運勢を下げる
こともある重要なものなのです。
ここでは、最初に石川遼さん自身の性格と盲目的に惹かれやすい異性のタイプ
はどういう異性か？は、四柱推命の日主で占います。そして、人生をダメにす
る異性との出会いが、いつごろやってくるのか？は、日主と年運の通変星から
予知します。最後に、どうすれば異性によって人生を狂わされずに過ごすこと
ができるのか？は、西洋占星術にあるホロスコープの石川遼さんを支配するア
スペクトから占います。
■石川遼さん自身の性格と盲目的に惹かれやすい異性のタイプ
石川遼さんは、日主が庚ですから、普通の人よりも感性が鋭く、その分、気に
なることがたくさんあります。つまり、人とゆっくりと会話して、人と交わる
ことが苦手で、人と会話をしていても、どうしても、自己主張をしてしまうよ
うなタイプで、心が落ち着く暇がありません。どちらかというと、いつも思い
のままに突進していきたいという人生です。そういう石川遼さんが、何をする
にも慎重で、柔和で人との和合が得意な、愛情あふれる異性に出会ってしまう
と、心が癒されるのを感じるはずです。そうなると、石川遼さんは、その人を
自分の支配下におこうとし、それを恋愛感情だと勘違いすることがあります。
相手は、石川遼さんのパワーと強さに、服従するかもしれませんが、心は石川
遼さんの鋭い感性と言葉によって傷つき、泣いているかもしれないのです。そ
して、そういう異性の悲しみが爆発したときに、石川遼さんの人生が大きく
狂ってしまい、振り返ってみると、とんでもないことになっている場合がある
のです。

■人生をダメにする異性との出会いが、いつごろやってくるのか？
石川遼さんが、いつもの勇気とバイタリテイを失い、少し自信を失いかけてい
るような異性に走ってしまう可能性があるのは、干合干の2015年です。
いつもは、人になんといわれようとも、あまり気にしないで、やってしまう石
川遼さんですが、この年だけは、人からの評価や人のうわさ話しなどが気に
なってしかたありません。そういう年だからこそ、少しおどおどしている異性
を、自分をわかってくれるやさしさをもった異性と勘違いしてしまう可能性が
あるのです。

■どうすれば異性によって人生を狂わされずに過ごすことができるのか？
石川遼さんの占星学でいうアスペクトは９０度が最多です。ですから、石川遼
さんが異性によって人生を狂わされないようにするためには、あなた自身が日
頃から周囲に対する反発心を押さえる癖をつけておくことです。
石川遼さんの場合、とにかく、わざと挑戦的な行動をとり、わざわざ困難を
買っていくようなところがありますが、そういうときに、出会った異性とは無
条件に惚れてしまう傾向があるからです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼さんの異性運を良くする方法
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

もともと石川遼さんは、異性からどのように思われやすいか？という内容に関
しては、もっとも石川遼さんの性格を象徴している支配惑星をホロスコープで
みて判断いたします。そして、石川遼さんから、異性が離れたい瞬間というこ
とに関しては、石川遼さんがなかなか変えることができない習慣や癖といった
ことをみますので、四柱推命の日支蔵干通変星をみて占います。日支は配偶者
の位置ですから、異性からみた石川遼さんを意味します。そして、石川遼さん
の異性運をよくするには、石川遼さんが、生まれ持った異性運を支配する第７
ハウスが所属する星座を、もともと支配している星をホロスコープで判断し、
ふさわしい異性とふさわしくない異性とを特定します。最後に異性運向上のコ
ツををアドバイスします。

■もともと、石川遼さんは、異性からどのように思われやすいか？
石川遼さんは月に強く支配されていますから、もともと、女性が仕事や対人関
係に疲れて、家庭的な雰囲気に浸りたいときに必要とされるタイプです。つま
り、相手の心を癒すような雰囲気を、石川遼さんは持っているのです。ただ、
気分的にムラのある石川遼さんは、その時々で反応がまるで違っている、とい
う特徴もあります。いったん、暗くなって考え込むと、ゆううつな表情が消え
ません。あなたがもう少し暗くなりがちな気分を押えられれば、ふられること
はなくなります。

■異性が、石川遼さんから、離れたいという瞬間はどういうときか？
石川遼さんの日支蔵干の通変星は、偏財です。つまり、付き合っていた女性
が、あなたに日頃の浮気っぽい行動や恋愛へのあいまいな姿勢を注意されたと
きに、気持ちが冷めていくのです。多少の浮気は容認されるべきもの、という
考え方の彼女は、束縛される愛情からは離れたい、と考えてしまうのです。も
ともと、石川遼さんがお付き合いをする女性は、恋人も、異性も、同性も、あ
まり関係なく付き合うタイプで、ことさら恋人だけを特別扱いすることに抵抗
感があるのです。あなたの独占欲が強まれば強まるほど離れたくなっていきま
す。

■石川遼さんの異性運を良くするための方法
石川遼さんの先天的な女性運は、第７ハウスの星座がもともと支配している水
星です。つまり、石川遼さんの恋愛は職場や学校で始まり、電話やメールのや
り取りの中で育まれる必要があります。会話のない恋愛はマイナスに作用しま
す。小柄で流行に敏感な女性や、理知的雰囲気の女性を選ぶと、あなた自身も
幸運と愛情を手にすることができます。知性の乏しい女性とは別れるべきで
す。石川遼さんの女性運向上の鍵は、最新の携帯電話、情報誌、情報端末、イ
ンターネットなどです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼さんが大人の男として愛されるためには？
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

石川遼さん自身は、自分の大人の男としての魅力に気がついているでしょう
か？気がついていないなら、この占いで気がつくことができます。気がついた
ら、その魅力を自信をもって、啓発していきましょう。女性達は、姿形や財力
のある男性を求めているわけではないのです。石川遼さんの中に潜んでいる大
人の男性の愛を欲しがっているのです。どうすればセクシー度をアップできる
か？は、石川遼さんを支配している惑星をホロスコープでみて占います。女性
から見たあなたのセクシーポイントは？は、四柱推命の肉体を意味する四柱推
命の地支をみて占います。石川遼さんベッド上で、より女性から愛されるよう
になっていく秘訣は？は、あなたに潜んでいる大人の愛情表現をホロスコープ
でみて占います。

■石川遼さんは、どうすれば魅力あふれるセクシー度をアップできるか？
石川遼さんの支配星は月ですから、セクシー度をアップするためには、社会生
活と私生活とを完全に分けてとらえるところからスタートしなければなりませ
ん。そして私生活上では、石川遼さんが理想とするような、セクシーな雰囲気
を持った男性となれるよう、まず話し方から変えていかなければなりません。
セクシー度の高い男性は、話し方に特徴あるケースが多いからです。ゆっくり
とした抑揚のある話し方、言葉尻の変化を研究しましょう。石川遼さんが女性
に与える真の魅力は、何でもやさしく受け止めてくれる「やさしいお父さん」
という、理想の父親像のようなものであるからです。

■女性から見た石川遼さんのセクシーポイントは？
石川遼さんの日支は甲ですから、女性から見た、石川遼さんのセクシーポイン
トは、斜め後ろから見たときの石川遼さんの姿勢にあります。そのセクシーポ
イントを最大限に生かすためには、長すぎない、短すぎない、髪形を保ち、何
よりも姿勢をただして、疲れた顔や様子を見せないことです。目上や上司に対
しても、臆することなく、毅然とした態度で対応する姿を、女性は好意をもっ
て見つめているはずです。時々、指で髪を撫で上げるしぐさも有効です。極
力、上質のシャンプーや石鹸を使い、身だしなみを整えておくことが大切で
す。よれよれのスーツや襟が汚れたワイシャツ、無精ひげなどは、石川遼さん
には似合いません。

■石川遼さんがベッド上で、より女性から愛されるようになっていく秘訣は？
石川遼さんの性的感性は月が支配しています。石川遼さんがベッド上で、女性
からより愛されるようになっていくための秘訣は、接吻や愛撫のときに、たっ
ぷりと時間をかけて、愛撫のあとを、相手の女性の顔や身体に残すことです。
また、女性の肌を、真珠の表面を触るように、やさしく、傷がつかないよう
に、触れてあげることです。石川遼さんが、大人の男として女性をとりこにす
る鍵は、頭から足の指先まで、たっぷりと時間をかけて、やさしく触れてあげ
るという、愛情表現を行うことです。そこに、相手の肉体を、褒める言葉が加
われば、女性は、まるで別世界にいる感覚になってきます。アダルトビデオの
ような激しく、肉体を求め合うような、愛し方を、女性が望んでいるというの
は誤りです。このようなソフトな愛し方を、普段はしそうもない石川遼さんで
すから、その愛撫に、女性は石川遼さんの真実の愛情を感じ、喜ぶのです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼さんはどうすれば結婚できるのか？
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

周りが結婚していく中で、石川遼さんは、ちょっとだけ焦りを感じているので
はないでしょうか？恋愛ではなく、結婚の相手として、石川遼さんに不足して
いるものは何でしょうか？石川遼さんの癖が異性にとって配偶者としてふさわ
しくないと判断されている可能性があります。これは、四柱推命の癖を意味す
る月支蔵干の通変星で占います。またもともと、あなたは、恋愛とお見合い
と、どちらに本当は向いているのでしょうか？。これは、ホロスコープの結婚
を意味する第７ハウスの星座のもともとの支配星で占います。異性に結婚を決
意さすのは、配偶者としてあなたを欲しいと思わせる欲望の盛り上がりも大切
です。つまり、ファッションなどの装いです。これは、金星の入っている星座
をもともと支配している星で占います。そして、最終的に石川遼さんは、結婚
したとしてそれがプラスになるのかマイナスになるのかは、月支蔵干の通変星
で占います。

■結婚相手として、石川遼さんに不足しているものはなにか？
石川遼さんの癖は、劫財です。つまり、恋愛相手としてではなく、結婚相手と
して石川遼さんに不足しているのは、地に足の着いた経済観念です。あればあ
るだけ使ってしまう金銭感覚では家庭生活は成り立ちません。したがって、結
婚したいと思う相手の前では、徹底的に質素で堅実なお金の使い方をすること
が大切です。現在恋愛中の相手との場合は、オシャレや趣味のお金をどれほど
倹約しているか理解させると、結婚を決断させる決め手となりそうです。思い
切ってお金を使うというのは、石川遼さんの長所なのですが、行きすぎると浪
費となってしまい、相手が身を引く原因にもなってしまうことを自覚してくだ
さい。

■石川遼さんは、恋愛とお見合い、どちらが結婚しやすいか？
先天的に示されている石川遼さんの結婚は、水星が影響しているので、理性的
に相手を十分見極めた上で結ばれていくのが特徴です。したがって、恋愛とお
見合いと二つに分けた場合には、客観的視点に立てるお見合いや紹介の方が、
よりスムーズに結婚へとたどり着けそうです。恋愛でも、仕事仲間とか、サー
クルの仲間といった友人関係の延長で進行するなら問題ありません。石川遼さ
んの結婚には、さまざまなアイディアや工夫が凝らされる特徴もあるので、ユ
ニークな仕事や研究をしている相手との方が、結婚時期が早くなる傾向もあり
ます。

■石川遼さんの結婚を後押しする行動、ファッション、アイテムとは？
石川遼さんの場合、結婚を後押しすることになる行動として重要なのは、太陽
です。つまり、趣味的な分野での「華やかな」活動です。出会った瞬間に異性
の目を引きつける何かが重要なのです。趣味の乏しい人は、まず趣味を持つと
ころから始めましょう。ファッションの面から見ると、相手に結婚を決断させ
やすいのは、石川遼さんの背中のラインを強調するファッションだったり、ウ
エーブの多い髪形だったりします。結婚を導くアイテムとして有効なのは、
ゴールドに輝くハート型のペンダントがあればベストです。

■石川遼さんは、結婚したとして、それがプラスになるのか？マイナスになる
のか？
どちらかといえば、お金を使っての楽しみを優先する石川遼さんにとって、結

婚は、お金の大切さを教える作用を持っています。金銭管理の苦手な石川遼さ
んは、あればあるだけ使ってしまうことになりがちです。しかし、家庭をもっ
て子供でもできると、さすがにそうはいかなくなります。自分のことよりも、
子供と配偶者のことにお金をい使うように変化していくことでしょう。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼さんを襲う苦難の未来を予測する
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

毎年・毎月の運勢をみる場合にも、いろいろな見方があります。石川遼さん自
身の言動が原因となって引き起こされる苦難を予知するには、四柱推命が切れ
味鋭いものです。具体的には、石川遼さんの日干が極度に傷つけられたり、極
度に強くなりすぎたときに、苦難というのは、石川遼さん自身が原因となっ
て、やってくるからです。しかし、運勢というのは、循環していますから、そ
ういう苦難があったあとには、発展が必ずあるというのが四柱推命の理論で
す。ですから、いつ、どのような時に、どのような苦難が襲ってくるのか？そ
して、それはなぜか？を診断するには、四柱推命を使います。さて、心理的な
作用をみるためには、ホロスコープが良いのです。星がもっとも集中している
星座が、石川遼さんの心理面に大きく影響を与える星座ということになるので
す。必ずしも、太陽が格納されている星座が、石川遼さんにもっとも影響を与
えている星座とは限らないのです。そういう観点から、苦難を最小限に済ます
ための心がけは、ホロスコープで診断するのが、もっとも効果的です。ここで
は、このように四柱推命とホロスコープの良い部分を両方使いながら、診断を
していきます。

■石川遼さんは、いつどのような苦難に遭遇するのか？
石川遼さんの「庚」という日干は、2020年4月頃に激しく戦う様相を示しますか
ら、仕事面、或いは異性面で、思いもかけないような苦労や困難を強いられる
ことになりそうです。それまでスムーズに進んできた物事全てが、暗礁に乗り
上げて、石川遼さんの才能や手腕だけでは乗り切ることができない状況に出く
わすのです。敵対する人物が、石川遼さんの行く手を阻むようになります。石
川遼さんのパワーやエネルギーも低下しているので、心身ともに休息してリフ
レッシュが必要です。

■その苦難を招いてしまうのは、どのような宿命を背負っているからか？
石川遼さんには出生時からの宿命として、大切なものや人との縁を、ちょっと
したことで自ら断ち切ってしまうような性質が授けられました。敵・味方を
はっきり分けやすく、その中間というのを認めようとしません。それだけに、
時には反感も買いやすく、容赦ない攻撃を受ける羽目になったりもしやすいよ
うです。恨みを買わぬよう注意が必要です。これらの宿命は、部屋の中に草花
を飾ることで消し去り、調和を取り戻せます。

■苦難を、乗り越えたあと、どのような未来が待っているのか？
石川遼さんにとっての試練とも言うべき時期を乗り越えたあと、少しの間は落
ち込んでしまいがちになりますが、徐々に石川遼さんは立ち直り、本来のパ
ワーや能力を発揮し始めます。人間的に大きく成長した石川遼さんは誰から見
ても魅力的になり、男女に関わらず人気を得ていくような存在へと変わってい
きます。やがて、目上からの引き立てや抜擢を得て、重要なポストを与えられ
るようになり、才能をも見事に開花していきます。

■苦難を最小限にすますための心がけは？
石川遼さんは、おとめ座から強い影響を受けていますので、情感が豊かなタイ
プですから、人から恨まれたり、人を恨んだりということが好きではありませ
ん。そのため、争いや戦いを避けることがあります。しかし、それが自分の信
念をまげるものであったり、自分はダメだと思い込むような場合は、かえって

信頼を失う原因にもなってしまうのです。ですから、信念を毅然とした態度で
貫くことで、苦難は随分小さくなっていくものです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

異性の目に石川遼さんはどのように映っているか？
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

あなたは、異性から第一印象で、どのように見られているか？という内容は、
四柱推命の年柱の通変星をみます。なぜならば、先祖から受け継いでいる価値
観や行動様式が反映されているからです。もともと、本当のあなたはどういう
人？ というのは、四柱推命の日主をみます。なぜならば、ここが石川遼さんの
精神を表すからです。さらに、出会った異性が石川遼さん好意を持つために、
悩む点はどういうところ？というのは、四柱推命の月支の通変星をみます。な
ぜならば、ここは石川遼さんの変わることのない癖を意味するからです。異性
からみた、石川遼さんの恋愛の方向性というのは、ホロスコープで金星の入っ
ている星座を見て占います。そして、石川遼さんの恋のスタートのさせ方と展
開の仕方は、どのようなものになるのか？については、四柱推命の日支の十二
運星を見て性的な習慣という観点から占います。以上を、総合的に判断して自
分自分をしっかりと診断してください。

■石川遼さんの第一印象は、異性からどのように見られている？
石川遼さんの第一印象は劫財です。異性が、石川遼さんを見た場合、人に合わ
せるのが得意な反面、シンが強いところがあり、勝気で負けず嫌いで、事を荒
立てない行動力があり、面倒見の良い人としてうつります。ただし、自分の価
値観で人の好き嫌いをいうところがあるので、自分に逆らう人に対しては厳し
く、冷徹な人として見られていることもあります。仕事のミスなどで心が傷つ
いていて、無条件に自分を慰めて欲しいといった相手にとっては、心を完全に
許してしまおうと思うことができない厳格さを石川遼さんはもっているようで
す。もう少し気持ちを広く持って人の失敗やミスを許し、穏やかに優しくほっ
ぺたを緩めて対応する姿を周囲に見せておくと良いでしょう。

■本当の石川遼さんはどんな人？
石川遼さんの個性は庚です。本当の石川遼さんは、自分の感性と感覚、直感を
大切にし、人の意見には耳を傾けないで、いつも自分でにぎやかに号令をかけ
ては、突進してしまうタイプです。橋がなければ、泳いでも渡ってしまうとい
う強引さが信条の生き方です。おのずと、周囲から批判されたりすることも多
く、運の上がり下がりが大きいのが特徴です。ですから、逆の性格つまり、周
囲との協調を何よりも大切にし、人の目を気にしながら、物腰の柔らかい相手
が欠点を補ってくれるので、石川遼さんを幸せに導いてくれます。石川遼さん
の直感・強引主義と相手の柔和・協調主義が融合すれば、石川遼さんの生まれ
持ったやりすぎという性格の壁を突き破ることができ、自然と運が開けてきま
す。

■異性が石川遼さんに好意を持つために迷う点
異性が迷う点は、月支劫財の示す内容です。石川遼さんが出会う異性は、石川
遼さんが自分に対して火山が噴火するときのようなエネルギー一杯の熱い思い
を寄せていることを、早くからキャッチしています。石川遼さんのもってい
る、パワーがみなぎる行動や発言、そして、多少の危険は、無視してやってい
く華やかな雰囲気は、異性にとっては、とても魅力的に感じ、あこがれのよう
な思いもあるはずです。しかし、問題が一つだけあるのです。石川遼さんは、
じっくりと１人の異性を愛していくというふうには、見られずに、やや浮気っ
ぽい性質があると見抜かれてしまうのです。ですから、相手も、最初は一緒に
いること自体が楽しくて仕方ないのですが、末永く添い遂げられる相手かどう

かは不安なのです。いつかは、金銭的な問題などがキッカケとなって、自分の
元を離れていってしまうのではないか、という不安があり、複雑な心境なので
す。

■金星が示す石川遼さんの恋愛傾向
金星がしし座に入っていますから、石川遼さんは恋愛に対して燃えるような情
熱をぶつけてきますので、その情熱がある間は、浮気をするようなことはあり
ません。異性には、そのように見られています。ただ、理想の異性に近い相手
が現れると、気持ちが動いてしまうのではないかという不安を少し異性に与え
てしまいます。

■石川遼さんの恋のスタートのさせ方と展開の仕方
石川遼さんの十二運星は絶ですから、石川遼さんの恋愛のスタートきっかけ
は、石川遼さんが予感めいたものを感じる時に訪れます。どんな場所でも、ど
んなときでも、道ですれ違っただけでも、異性を一目見た瞬間から恋に落ちる
ことがあります。反対に異性の方も、石川遼さんがそういったサイキックな感
性で受けとめてくれる波動を、好んで受け入れる傾向があり、手順を踏まえな
い恋愛はお手のものといった感じになるでしょう。 石川遼さんは、自分の気持
ちに正直にしか生きられないので、石川遼さんのその時の気持ちのレベルに見
合った異性を引き付けてしまうのです。失恋をして、腐った気持ちでお酒を飲
みにいくと、寂しいだけで、一時の慰めが欲しいだけのダメな異性が近寄って
きます。しかし、心をすっかり入れ替えた後であれば、仕事の用事で行った先
で、前々から素敵だと思っていた異性から声をかけられたりするわけです。石
川遼さんのインスピレーションを中心にした独自の行動スタイルが、周囲の異
性に受け入れられると、恋愛に成功する可能性は大きいのです。石川遼さん自
身の感情を大切にすると共に、異性の感情を少しかえりみる余裕を持つだけ
で、石川遼さんに近寄ってくる異性が増えることでしょう。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼さんが妻にしたいと思う女性はどんな人？
石川遼様 1991年9月17日 12時0分 埼玉県

紫微斗数推命は、心の奥底になる心理的な内容を見る占いです。本人さえも、
気がついていないものを見る場合に非常に有効です。男性の性的欲求と女性の
性的欲求は、次元の異なる世界です。石川遼さんの心の奥に潜む性的欲求を、
命宮または遷移宮に格納されている星で最初に占います。結婚式が終わるまで
指一本触れるのをためらうほうか？それとも、愛があれば、素直に肉体を求め
てくるほうか？また、性的欲求の高まりと結婚したい女性は別物というのが男
性の本音です。石川遼さんは、どういう女性なら、妻にしたいと思うのか？
は、夫妻宮または子女宮にはいっている星で占います。

■石川遼さんの基本的な性情と性的な欲望の傾向は？
石川遼さんの基本的な性情は武曲星です。ですから、石川遼さんは、人生の指
針がはっきりしていて、哲学的理念にも、現実的な仕事においても、確実にス
テップアップして行こうとするタイプの男性です。また、女性のちょっとした
仕草から、どのような家庭環境で相手が育ったかを感じとったり、映画を見た
その感動の様子から、女性の心の動きを敏感に感じとることができる優れた面
を持っています。たとえ、それが自分にとってあまり望ましいと感じない場面
や感情だったとしても、相手を嫌いになったり、付き合いを遠慮してしまうよ
うなことはありません。そういうところは懐が大きい男らしいタイプといえま
す。反面、正直でさっぱりとしていますので、女性の心をキズつけるようなこ
とも、平気な顔して言い放つこともあります。たとえば、『小さなことに感動
できる、君の心はとても魅力的だね』と、ほめたかと思えば、『今日のそのス
カーフの色、君には似合わないな』と、いうこともあるでしょう。結婚につい
ていいますと、このタイプの男性が、永遠のパートナーを選択する場合はかな
り慎重になります。ですから、配偶者として、１００パーセントふさわしいと
決断しない限り体を求めてくることはありませんが、一度パートナーにすると
決断したら、その女性を妻にするためには、どんな障害があっても努力を惜し
みません。おそらく大半の女性は納得し、ＯＫしてしまう程のパワフルなアプ
ローチを展開します。ただ、交際をはじめて、すぐに石川遼さんが体を求めて
くるようなら、十中八、九、あなたとは遊びだけの軽いつき合いと思って間違
いないでしょう。遊びは遊び、結婚は結婚と、石川遼さんは、実に割り切りの
いい性格でもあります。もし、あなたが未来の夫として、石川遼さんに不安が
あるときは、『そろそろ両親に合ってくれない？』とか、『そろそろ籍を入れ
てもいいでしょう』と、決断を迫ってみましょう。必ず正直な答えを出してく
るはずです。
本当の石川遼さんが心の底で願っている性的欲望の傾向は、今まで述べたとお
りです。しかし、同じ屋根の下で、常に寝起きと食事を共にするという現実生
活の結婚という観点から、女性を選ぶ場合には実はまったく異なる心の動きを
することもあります。具体的にどんな女性が現れたときに石川遼さんの心が、
『結婚』にゆれ動いてしまうのか、これから説明してみましょう！下半身の欲
望と結婚は別物という男性の心の切り替えの巧みさに、驚かないでください
ね。

■石川遼さんはどういう女性なら、妻にしたいと思うのか？
石川遼さんが妻にしたいと思う女性は、天相星のような女性です。すなわち、
上司や同僚の話を素直によく聞き、その仕事ぶりは、周囲のだれからも好か
れ、また、会社の同僚や部下と飲みに出かけると、でしゃばることもなく、み
んなの話を親身に聞き、『ええ、わたしもそう思いますよ』と、にっこりうな

づいたり、『今度の仕事、ほんとうに残念でしたね。でも、次はきっと大丈夫
よ。』と、なぐさめの言葉をやさしくかけてくれるような女性を妻に迎え入れ
たいと思っているのです。顔立ちは、ふっくらとした丸顔で、ぽっちゃりとし
た体型、派手に着飾ることをせず、ひざが隠れるくらいのスカートを好んで、
装っているような女性なのです。こんな男に都合が良いだけの女性がいるわけ
ないと思うかもしれませんが、結婚に、そういう夢を抱いているのが石川遼さ
んという男性なのです。そんな石川遼さんが、理想と思う女性とデートをはじ
めると、春の陽気がだんだんと降り積もった雪を溶かすように、自分の中に
すっぽりと空いた冷たく、わびしい空間が、この女性の温かいぬくもりで、満
たされていくことに、石川遼さんはいてもたってもいられず、愛の告白をする
と、決意しているのです。石川遼さんが誠意をもって、一生懸命にプロポーズ
をすれば、たとえ好意はもっていなくても、ニッコリ笑って『ごめんなさい。
うちでは見合いをするように、父から言われているの』と、やさしく断わられ
るはず、という幻想を持っているのです。石川遼さんは、こんな女性と結婚し
たら、家庭のことに一生懸命精を出して、夢のような温かな家庭が築くことが
できるはずと信じています。逆に石川遼さんが、妻にしたくないと思う女性
は、男性と対等な立場で働くことが生き甲斐で、キツイ言葉を平気で言う女性
や、いつも独断で行動して、他人に迷惑ばかりをかけている協調性のない女性
です。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼様 1991年9月17日生まれ
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十二運星 体調バイオエネルギー変化
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■長生 7点 ・・・ 次第に運気が高まり基礎体力ができた頃。将来への布石を考え、新しい展開に着手する準備の時。
■沐浴 1点 ・・・ いよいよ誕生の時ですが、めまぐるしく体が変化し不安定になる頃。予想もしない変動に注意。
■冠帯 11点 ・・・ 活発なエネルギーに満ち溢れはじめ旺盛な体力の時。逆境にあっても強引に物事を進めていく力。
■建禄 12点 ・・・ 基礎的体力が完成し、堅実にエネルギーが上昇していく頃。進行中のものも困難なものも進めて行く力。
■帝旺 13点 ・・・ エネルギーが頂点に達し、最も強烈な体力の時。壮大な力とパワーで万難を排し、悠々と進めて行く力。
■衰 10点 ・・・ 激しい活動期から沈静化に向かう時。積極的な動きはやめて、現状維持と保守に力を温存する時。
■病 8点 ・・・ 今までの苦労は収穫され、じっと実りを待つ時。動き過ぎると体調を崩し、悩みが発生する時。
■死 0点 ・・・ ひたすら、休憩と栄養補給の時。動けば動くほど、消耗するので、チャンスを狙って鋭気を養う時。
■墓 2点 ・・・ 休止の時ですが、多少の動きは可。体力の貯蓄、学問の貯蓄、ノウハウの貯蓄など、準備をする時。
■絶 3点 ・・・ いよいよ出発しそうになる時。合図があれば、スタートしても可。合図がなければ無理せず気力を養う時。
■胎 5点 ・・・ 明るい光が差し込み、エネルギーが沸々し始めた時。力はまだ弱いが、慎重に進めていけば、発展する時。
■養 4点 ・・・ エネルギーが増長し、見る見る成長する時。プラス思考で、何事も、好機と捉え、活動していく時。
(著作)スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

石川遼様 1991年9月17日生まれ

2010年2月度

十二運星 体調バイオエネルギー変化
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■長生 7点 ・・・ 次第に運気が高まり基礎体力ができた頃。将来への布石を考え、新しい展開に着手する準備の時。
■沐浴 1点 ・・・ いよいよ誕生の時ですが、めまぐるしく体が変化し不安定になる頃。予想もしない変動に注意。
■冠帯 11点 ・・・ 活発なエネルギーに満ち溢れはじめ旺盛な体力の時。逆境にあっても強引に物事を進めていく力。
■建禄 12点 ・・・ 基礎的体力が完成し、堅実にエネルギーが上昇していく頃。進行中のものも困難なものも進めて行く力。
■帝旺 13点 ・・・ エネルギーが頂点に達し、最も強烈な体力の時。壮大な力とパワーで万難を排し、悠々と進めて行く力。
■衰 10点 ・・・ 激しい活動期から沈静化に向かう時。積極的な動きはやめて、現状維持と保守に力を温存する時。
■病 8点 ・・・ 今までの苦労は収穫され、じっと実りを待つ時。動き過ぎると体調を崩し、悩みが発生する時。
■死 0点 ・・・ ひたすら、休憩と栄養補給の時。動けば動くほど、消耗するので、チャンスを狙って鋭気を養う時。
■墓 2点 ・・・ 休止の時ですが、多少の動きは可。体力の貯蓄、学問の貯蓄、ノウハウの貯蓄など、準備をする時。
■絶 3点 ・・・ いよいよ出発しそうになる時。合図があれば、スタートしても可。合図がなければ無理せず気力を養う時。
■胎 5点 ・・・ 明るい光が差し込み、エネルギーが沸々し始めた時。力はまだ弱いが、慎重に進めていけば、発展する時。
■養 4点 ・・・ エネルギーが増長し、見る見る成長する時。プラス思考で、何事も、好機と捉え、活動していく時。
(著作)スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230
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石川遼様 1991年9月17日生まれ

2010年3月度

十二運星 体調バイオエネルギー変化
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■長生 7点 ・・・ 次第に運気が高まり基礎体力ができた頃。将来への布石を考え、新しい展開に着手する準備の時。
■沐浴 1点 ・・・ いよいよ誕生の時ですが、めまぐるしく体が変化し不安定になる頃。予想もしない変動に注意。
■冠帯 11点 ・・・ 活発なエネルギーに満ち溢れはじめ旺盛な体力の時。逆境にあっても強引に物事を進めていく力。
■建禄 12点 ・・・ 基礎的体力が完成し、堅実にエネルギーが上昇していく頃。進行中のものも困難なものも進めて行く力。
■帝旺 13点 ・・・ エネルギーが頂点に達し、最も強烈な体力の時。壮大な力とパワーで万難を排し、悠々と進めて行く力。
■衰 10点 ・・・ 激しい活動期から沈静化に向かう時。積極的な動きはやめて、現状維持と保守に力を温存する時。
■病 8点 ・・・ 今までの苦労は収穫され、じっと実りを待つ時。動き過ぎると体調を崩し、悩みが発生する時。
■死 0点 ・・・ ひたすら、休憩と栄養補給の時。動けば動くほど、消耗するので、チャンスを狙って鋭気を養う時。
■墓 2点 ・・・ 休止の時ですが、多少の動きは可。体力の貯蓄、学問の貯蓄、ノウハウの貯蓄など、準備をする時。
■絶 3点 ・・・ いよいよ出発しそうになる時。合図があれば、スタートしても可。合図がなければ無理せず気力を養う時。
■胎 5点 ・・・ 明るい光が差し込み、エネルギーが沸々し始めた時。力はまだ弱いが、慎重に進めていけば、発展する時。
■養 4点 ・・・ エネルギーが増長し、見る見る成長する時。プラス思考で、何事も、好機と捉え、活動していく時。
(著作)スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

石川遼様 1991年9月17日生まれ

五行エネルギーの生涯変化
■木性：財星(商売)
■火性：官星(仕事)
■土性：印星(探求心)
■金性：比劫(気力)
■水性：食傷(判断力)
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*五行エネルギーの一番強い
ものが人生傾向として作用

14

*気力の五行エネルギーが一
番弱い時期は健康に注意
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*グラフの縦目盛りは相対的
なものである（非絶対目盛）
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(著作)スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

観測点：2010/1/1

感情周期 鑑定書

2010年の1年間の感情安定度数の変化
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石川遼 様

1991年9月17日 生まれ

1月の1カ月間の感情安定度数の変化
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比肩：４点 劫財：１点 食神：７点 傷官：３点 偏財：７点 正財：９点 偏官：６点 正官：１０点 偏印：５点 印綬：８点

「己丑」年の１年間の感情周期は、「印綬」です。
自分が生まれた日の五行が、外から適度な支援を受けて、自分自身の気力が安定し、体力的にも落ち着き
ますがまだ動く時期ではありません。今までスッキリしなかった頭脳が明晰になり、迷いがなくなり霧が
晴れ、心身ともに明るい時期です。しかし新しい事業、新しい財を生み出すというよりも、じっくりと将
来に向けて準備を開始する時期です。何事も吸収し、学ぶという姿勢を大切にして努力しましょう。その
姿勢は周囲から尊敬され、努力はやがて社会的に認められ報われます。ただ、今までの自分のあり方や仕
事の進め方、人との接し方を振り返って大いに反省し、改めるべきところは改めて、自己の成長につなげ
て欲しいものです。今まで努力した来た事があれば、それが社会的に認められ、周囲から尊敬される時期
でもあります。

「己丑」年「丙子」月 の１ヶ月の感情周期は、「偏官」です。
自分が生まれた日の五行が、外から強い影響を受けて、自分自身に革新をせまるときです。つまり、自分
の持っている気に戦いを挑む気が充満する時期ですので、体力は消耗しますが、仕事やビジネス面では
チャンスの時期です。そして、とにかく異動、動きが多くなります。出世争い、新しい事業に取り掛かか
れる運勢があります。今までの方針を変えて、転勤、転職、新築、といった色々なことが起こりやすい時
期で外に目がいきます。これまで気にならなかった色々なことが耐え難く感じられ、いつもと違った自分
に憧れたり、周囲との関係で対立や摩擦を生んだりします。従って家庭をかえりみないで、攻撃的になり
ます。女性は男性と出会う時期ですが、不倫はタブーです。結婚を考えているのであれば、その決着をつ
ける時でもあります。

「丙子」月「辛亥」日 の１日の感情周期は、「劫財」です。
自分が生まれた日の五行と、陰陽が異なる五行が充満する時期です。しかし少々荒れるときですので、お
金に関することは全て注意です。何をやってもうまく行かず失う可能性があります。愛情や信用は一度
失ってしまうと取り戻すのは容易ではありません。人間関係には注意しながら生活することが大切です。
その反面、気力の弱い方は仲間を得て強気になって行動力が発揮することもあります。もしあなたが他人
よりも気力が弱いと感じているのであれば、この時期はチャンスの時になります。また仲間作りという現
象もあり、友人を作り兄弟で皆幸福に暮らすといったことも可能になります。兄弟で皆幸福に暮らし、伸
びようとする意欲も表面にでてきます。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宝石による開運方法
石川遼 様
1991年9月17日 生まれ

十二支と星座の関係は下のようになる。（三命通會）
・子宮は水瓶座
・寅宮は射手座
・辰宮は天秤座
・午宮は獅子座
・申宮は双子座
・戌宮は牡羊座

・丑宮は山羊座
・卯宮は蠍座
・巳宮は乙女座
・未宮は蟹座
・酉宮は牡牛座
・亥宮は魚座

人体も十二支と星座に分類されている。
そして、それぞれの宮には宝石が対応している。

青玉

方沸石

魚眼石

クリソプレーズ

アクアマリン

クンツァイト

ツボはSahasrara（百会）：過去をひきづらないこと、全託の効果
体表：放出はサファイア（青玉）・吸収はアナルシム（方沸石）
神経：放出はアボフィライト（魚眼石）、リナライト（青鉛鉱）・吸収はクリソプレーズ
脊髄：放出はアクアマリン（緑柱石の一種）、サンストーン（日長石）・吸収はクンツァイト

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あなたの人生を開花させるための物語り
石川遼 1991/9/17
■あなたの行動パターンの長所と短所
【絶】
あなたは、ヒラメキを実行する能力が抜群にあり、一日に予定をいくつも掛け持ち
できるだけのパワーがあります。自由でのびのび出来る環境にいると、どんどん新し
いヒラメキが生まれ、計画や作戦を練るよりも良い結果が得られたりします。しか
し、自由の利かない集団行動などを強いられた時、その思いつきの行動が自分勝手と
いう欠点に変化します。特に伝統的なしきたりで束縛されると、途端に腰が重くなっ
てしまい、せっかくはじめたことも途中で投げ出したくなってしまうようです。

■人生がうまくいかないとき、どの部分をどのように変えれば転換できるのか？
【絶】
人生がうまくいかないときは、自分の性格の欠点が原因であると自覚することが重
要です。そして何でも気楽に引き受けすぎて、収集がつかなくなる悪い癖を捨て、自
分の能力に見合った約束だけをすることです。感覚が鋭く、何事もインスピレーショ
ンで要点をつかんで行動しますが、計画性を持って最後まで確実にやり遂げようとい
う意志を持つことも大切です。具体的には自分が所属するグループで、最も堅実で軸
がまったくぶれない生き方をしている人に従属して学習を重ねるといいでしょう。そ
の人の思考を吸収して、徐々に成熟した大人へと変化していくはずです。

■あなたの天賦の才能が刺激され、能力が開花するとしたら、どんなときか？
【正官】
あなたは、まじめで、道徳心が強く、礼儀を重んじるタイプです。ルールや約束を
しっかり守り、挨拶や言葉遣いも礼節をわきまえているので、「今の人にしては珍し
い」と、年長者から高い評価を得ることもあります。そういう社会的評価を得た時
が、あなたの能力の開花する時期です。何事も四角四面にとらえすぎて、周囲からは
堅物だと評価されることもありますが、気にせず「超」がつくほど誠実にやってみる
ことです。目上が思わず引き立てたくなるほどの律儀な忠誠心が、あなたの能力の源
なのですから。

■調子に乗ってきた人生を、さらに上昇運にのせるためには？
【正官】
あなたが上昇運に乗って、良いリズムで人生を歩んでいると、本気であなたのこと
を心配してくれる友人は徐々に少なくなってくることでしょう。しかし、あなたが社
会的地位にこだわって、人を差別した場合、あるいは、ユニークな発想と自由意志が
求められる部署に異動になった場合、それまで隠れていた課題が明確になってくるで
しょう。そんな曲がり角には、我が道を行く人がパートナーとして必要です。上昇運
にあるときこそ、自分だけの力で積極的に生きているパートナーを今から求めるべき
なのです。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

それぞれの年代であなたがやるべきこと
石川遼 1991/9/17
■二十代のあなたは、どういうときに輝くことが出来るのか？（日干）
【庚】
二十代は、これから社会に貢献するための準備期間です。この期間は結果を求める
よりも知性を磨くことが重要です。知性を磨くには、あなたの本質を最初に知らなけ
ればなりません。あなたの本質は、渋滞する街の中に、理想の電車を走らせようとす
る鉄の革命家。信念をどこまでも貫く強靭な精神力の持ち主です。理不尽がまかり通
る社会に、ズバリ歯切れの良い切込みを入れたとき、自分が輝いているという気持ち
を持つことができます。つまり、あなたは、どんな逆境にも立ち向かってゆく勇気と
哲学を修得する必要があります。

■三十代のあなたは、社会に対してどういう貢献をしていくのか？（月干）
【丁】
三十代のあなたは、自分の内面を見て思い悩むという次元は卒業し、困っている人
を助けるという高い精神レベルにまで成長していきます。そして、徐々に社会に貢献
していくようになります。家庭をもったあなたは、世の中のために貢献したいという
気持ちがとても強くなり、自然破壊に対しての意識が高まってきます。リサイクル活
動、地球温暖化問題などに積極的に取り組むことで、世の中の役に立つことができま
す。強い意志を持って、自然を守ろうとしているあなたは、見た目の美しさではな
く、内面からにじみ出る輝くばかりの美しさが出てきます。

■四十才を越えて体力が衰えてくる頃、あなたの魂をさらに輝かせるためにはどうす
れば良いか？（年干）
【辛】
あなたも四十才を越えてくると体力が衰えてきます。しかし、魂には衰えはなく、
永遠に輝かせていくことができます。あなたの魂の光を輝かせていくためには、全て
の人を哀れむという博愛を習得しなければなりません。あなたは、体力がなくなって
きても上品でおとなしく、美的センスを漂わせています。そして、洗練された感性を
生かして、家のインテリアや街のエクステリアのアドバイザーを買って出ることもあ
ります。したがって、『美観コーディネーター』として頼りにされる事が、あなたの
魂を輝かせるコツなのです。

■健康で若々しい肉体を保つための食べ物（日干）
【庚】
若々しい肉体を保つためには、毎日の生活を楽しくすることが重要です。心が疲れ
ていると、肉体に邪気が入り込み、老化を早めます。あなたが陥りやすいワナは、意
地をはってしまうことです。自分の感性と感覚に自信を持っているので、『違う方法
もあるんじゃないの？』という他人の意見に耳を傾けるのが苦手なのです。人との摩
擦は、生命エネルギーを消耗させます。素直に人の意見を聞くことを習得すれば、肉
体は若々しいままです。そんなあなたにおすすめの食べ物は、『生野菜のサラダ』。
生野菜は体の中に流れる、熱くほとばしる血を浄化し、冷静さを取り戻してくれま
す。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あなたが運をつかむ時 運を逃がす時予知する
石川遼 1991/9/17
■もともと、あなたはどういう運勢傾向があるのか？
【庚】
あなたの運勢傾向を知るには、あなたの生まれ持った性格を知ることが先です。な
ぜなら、運勢は性格から作られるものだからです。あなたが生まれ持った性格は、ア
クティブで、何か新しい刺激を受けると、即、実行に移す、思い切りの良い行動力を
持っているはずだということです。つまり、普通の人が人目を気にして、とてもでき
ないと思っていることでも、平気でやってのける度胸と実行力がある人なのです。そ
して、年を経るにつれて、多くの経験が実を結び、やがて収入に大きく反映されてい
く運勢傾向があります。また、ここでいう性格とは、天（精神）の性格であり、地
（習慣）の性格ではないことに注意してください。

■あなたが運を逃がすとしたらどういうときか？
【庚】
あなたが運を逃がすとしたら、誰よりもアクティブに行動しているにもかかわら
ず、社会的評価が得られず、なかなか収入につながらなかったときです。ここで重要
なことは、収入につながらないから運を逃がすのではありません。収入につながらな
い理由をあなたが、見逃していたから運を逃がすのです。もともと、名を捨て実を取
る現実的な性格をしているのですが、視野が狭く、人の気持ちを無視するような言動
が目立っていたとき、必ず周囲は、あなたに対し「勝手にすれば・・・」と距離を置
きたくなってしまいます。そういう状況では、運をキャッチすることはできないので
す。

■あなたが運をつかむとしたらどういうときか？
【庚】
あなたが運をつかむとしたら、自分の行動をしっかりと利益につなげようと、利潤
を追求し始めたときです。その利潤追求の結果、成功したとしても、また失敗したと
しても、なんらかの形で運をキャッチすることができます。重要なことは、自分だけ
の利益だけでなく全体の利益を優先させるということと、人と協力し合う面白さを習
得することの２つです。もし、あなたの行動が、間違っていた場合は、正しい行いに
気がつくチャンスが与えられ、もし行動が間違っていなかった場合、目に見える形の
報酬が与えられます。天（精神）の性格から発想するとネガティブなことはなにもな
いのですから。

■持って生まれた運勢以上の運をつかむことはできるのか？
【庚】
生まれながらにして天から授けられた運をつかむための説明をしてきましたが、そ
の段階の幸せをつかんだあとは、もっと次元の高い幸せをつかまないとなりません。
そのためには、アクティブに行動するのは当然のこととして、自分のことばかりでな
く、人のためにも行動できるような性格に進化させていくことが重要です。あなたに
とって、人に合わせる才能は、持って生まれたものではないので、これから習得しな
ければなりません。習得の方法は一つです。でしゃばらず周囲に対してさりげない気
配りができ、いつもみんなと楽しく会話をしている、「聞き上手」な人とつきあうこ
とです。一度しかない人生ですから、もって生まれた運程度の幸せで満足せず、それ
以上を目指していきましょう。
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あなたの前世と現世はどういう関係があるか
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■前世のあなたは、どんな生き方をしてきたのか？（年干の通変星）
【劫財】
あなたが前世でどんな生き方をしてきたのか？そのキーワードは『集中』と『闘
争』です。つまり、「これと思ったことは、全てを忘れて異常なまでに集中しなけれ
ばならない」という魂の声を絶えず聞いて、普通の人ではやり遂げられないことを実
現した生き方であったはずです。反面、人の良いところも悪いところも瞬時に判断し
てしまって、区別をしてしまうので、多くの仲間に囲まれて毎日を楽しく暮らすこと
が出来なかった生涯だったはずです。

■そして現世ではそれをどのように活用すべきなのか？
【劫財】
前世では、他人に甘えたり、頼むということがなく、全てを自分で考え処理してい
ました。人の意見よりも自分のアイディアのほうが優れているという自信もあったよ
うです。ですから現世では、人の欠点を指摘したり、自分の才能を主張することを目
指す必要はあまりないのです。たとえ相手が自分よりも劣っている部分があったとし
ても、競い合うのは前の生涯で終わったことです。あなたの場合、自分よりも劣る人
に対して、愛情を持って育てていくという大らかな生き方を求めていくべきなので
す。

■あなたは社会でどんな役割を与えられているのか？そして必要な仕事上のパート
ナーは？
【劫財】
前世で活発すぎる生涯を送ってきた人は、現世では少し穏やかな人生を送るように
なっています。あなたの今の社会での役割は、『トラブル回避と、円満解決の役割を
担うこと』です。そのため、意見の対立を避け、お互いの妥協点を探り、かたよりの
ない、みんなの潤滑油的存在を目指したほうが良いのです。今のあなたに最も必要な
仕事上のパートナーは、大らかさはなくとも、目標に向かって努力を惜しまない人で
す。汗水流して着実に実績を積み上げていく人であれば、あなたの不足部分をサポー
トしてくれるはずです。

■現世では他人に対し、どのような接し方をしていくのがあなたの役目なのか？
【正官】
前世で多くの他人と交流した人は、現世では特定の他人だけと交流しやすく、前世
で他人と縁がなかった人は、現世では他人にだらしないという法則があります。あな
たの場合、前世では多くの他人と楽しい交流があったので、現世では特定の他人に奉
仕していくことになります。ですから、他人に対し真面目ではあるのですが、人の容
姿、家柄、仕事の内容、収入などの条件をしっかりと吟味します。どちらかというと
堅苦しい交際になりがちなので、相手と共に楽しむということが、現世でのあなたの
役目です。

■そして来世はどうなるのか？（時干の通変星）
【比肩】
来世は、あなたが子供をどのように育てるのかで決定されます。子供がいない場合
は、目下と置き換えてください。子供は、あなたとは全く独立した意志をもった魂を
持っていることを最初に知らなければなりません。子供の命は、親のものではなく、
子供のものです。親がすべき役割は、子供の適性を発見し、それを伸ばしていく環境
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を提供することです。あなたがもっとも注意すべき点は、他人の子供の能力と自分の
子供の能力を比較しないことです。たとえ人とは違っていても、その違いを認めてあ
げるだけで、子供は優しい人間に育っていくはずです。そういう子供を育てることが
できれば、来世つまり、あなたが生まれ変わってきたときは、光の魂を持って生まれ
てくるはずです。
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あなたはこの世にどんな愛を求めて生れてきたのか？
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愛の形には、どれがいいとか、どれが悪いといった正解はありません。正解を求め
ようとして誰かの幸せを参考にすると、不幸を呼び寄せてしまいます。なぜならば、
あなたが現世で求める愛の形は、あなたが生まれたときから、運命づけられているも
のであり、それは、前世の愛の形と深く関係しているからです。あなたの前世は、他
人とは異なりますから、他人の幸せの定義は、あなたには適用できないのです。それ
では、あなただけの愛の形を説明していきましょう。

■あなたは、本当はどのような愛を望んでいるのか。そして、それはなぜか？
【正官】
あなたが知らず知らずのうちに、欲している愛の形というのは、たった一人の異性
と、肉体の全てを許しあい、過去からひきずっている傷ついた心を許しあい、「裏
切ったり、裏切られたりすることのない愛」です。他の異性に関心を寄せないという
絶対的な信頼感があって、仕事に専念できるプラス効果の大きい愛なのです。経済的
にも、二人で稼いだお金は、二人で話し合って使う日々―あなたの本能はそういう一
心同体的な愛情を求めているのです。
ただ、これには深い理由があるのです。あなたは、前世で実は、多くの異性とつき
あい、触れ合ってきたのですが、自分の心の深い部分をゆだねることができた異性に
は一人も出会うことなく、生涯を終えてしまったのです。もしかしたら、数多くの異
性と肌を重ねながらも、心は決して満足せず、常に寂しかったのかもしれません。で
すから、前世の逆の立場を演じなければいけない期間は、一人の異性と深い部分で交
じり合って溶け合う義務があるので、異性に対しておおらかになれないと言って悩む
必要はないのです。たった一人の溶け合える異性を求めていけば、自然に愛の形が変
化するときがやってきます。

■もとめていた愛の欲求の先にあるものはなんなのか？
【正官】
たった一人の異性と、肉体の全てを許しあい、過去からひきずっている傷ついた心
を許しあい、「裏切ったり、裏切られたりすることのない愛」を何年も求めている
と、やがて、もう一段高いところを目指すように変化していきます。それはどんなも
のかと言うと、「裏切られる」という言葉は、自分の思い通りに相手が行動してくれ
なかったという恨みと同じことですし、「裏切る」というのは、相手から思い通りに
支配されるのが嫌になって自由をもとめていく逃亡と同じことだと気がつくことで
す。
たしかに、誠実な異性と出会って、仕事でも私生活でも幸運と成功を掴みたい、社
会的にも大いに貢献したい、人間としてもっとも充実した生き方をしたいという欲求
が強くあったのかもしれませんが、そんなのは映画やＴＶドラマの世界の幻想に過ぎ
なかったことを悟るわけです。つまり、愛の先にあるものは、異性を束縛するという
段階を卒業し、どうしたら異性がもっと才能を伸ばしていけるのか、どうしたらもっ
と社会に貢献できるのかを常に考える奉仕の精神です。

■愛を実現するために、仕事との関わりあいはどうすべきなのか？
【庚】
好きな仕事というのは実は、長続きしないものです。会社というのは、あなたに好
きな仕事を提供する場所ではなく、利益を追求するための戦場だからです。ですか
ら、理想と現実の仕事とのギャップに遭遇して、悩むことが多くあります。プライ
ベートな愛を育むほうを優先したくなるときもあるでしょう。そこで、あなたがどの
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ように仕事とかかわりあったらいいのかを説明していきます。
あなたが無意識の中であこがれている仕事のスタイルとは、周囲の意見には左右さ
れずに、自分自身の直勘を大切にし、良いと思ったことは即実行する姿です。過去の
経験や知識に束縛されず、常に自由な意思で仕事ができる気持ちを維持すべきです。
あなたの場合は、愛のために経済活動としての仕事を犠牲にするのは似合いません。
プライベートな愛は、仕事とは別に満足させておくべきです。ただ、仕事上のトラブ
ルの原因は、ほとんどが人間関係の思いやりの不足に原因がありますから、仕事は自
分とは異なる個性を研究して認める場所と理解しましょう。
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あなたの心が発する危険信号はどんなものか？
石川遼 1991/9/17
■生涯変わらぬあなたの行動の癖はどんなものか？
【正官】
潜在意識の中で、そっとあなたの耳元にささやく天の声は『自制』そして『道
徳』。あなたはとても几帳面で、信用を重んじるタイプです。つまり、決められたこ
とをキチンと実行していかないと気がすまない性分のようです。自分の感情をコント
ロールし、上手に心のブレーキをかける冷静さがあるので、どんなことにもおっとり
構えて、安全な道を歩むことが多いようです。車の運転で例えるなら、大きな通りを
制限スピード内で正確に走って、急に横道にそれたり、せまい抜け道を突進するよう
なことはない人です。もしかしたら、後方の車から、「おい、もっとスピードだせ
よ！」なんて、クラクションを激しく鳴らせられることもあるかもしれません。それ
でも安全重視のあなたです。そしていつも「人生を正しく、身分相応に楽しく生きた
い。」と心の中で願っています。
しかし、あなたは見た目の優しさとは裏腹に、道徳心と倫理観には非常に厳しいの
で、尊敬できない人の下で指図されたり、あれこれと働かされることは、好きではな
いようですが、肩書きや役職に一目おくあなたは、納得できないまま無理に従うこと
もありそうです。
とにかくあなたは無理をせず、じっくりと事を進めたがるので、人生の転機といえ
るビックチャンスをみずから逃してしまうこともあるかもしれません。もし、チャン
スだと思うことに出会ったら、果敢にアタックすることも必要のようです。長い人生
ですから、多少の失敗は「自分を成長させる肥やしに過ぎない」と、思っても良いく
らいです。

■あなたの心が発する危険信号はどういったものか？
【正官】
もともとのあなたの心の危険信号は、なんとなく引っ込み思案になってしまい、表
舞台に上がるのを極端に嫌い始めることです。未知の人たちと関りあうことが憂鬱に
なるのも危険信号ですし、職場に出向くこと自体が億劫になって、つい仕事をサボっ
てしまうのは危険信号が点滅しているといえます。特にノルマがあるときは心が弱く
なってしまいがちです。あなたの髪形やファッションを、華やかなものに変えると強
くなれそうです。
また、最近のあなたの体の危険信号は、肌や皮膚に現れ、肌が荒れてきたり、がさ
ついてきたり、毛穴が目立ってきたりすることです。目の白眼部分がにごってくるの
も危険信号ですし、鼻を中心とした顔の色がしだいにどす黒くなっていくのも危険信
号が点滅しているといえます。とくに夏場は体が故障しやすいときです。あなたの場
合、色とりどりの花を部屋の中に飾っておくと、心身ともに健康に導かれ強くなれま
す。
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女性と交際しても、うまくいかないという悩みをかかえている男性は多いもので
す。女性の前では、本来もっていない自分を演出しなければもてないという思い込み
がその原因です。女性は、そういう演出に対しては不信感を抱きます。言い換えれ
ば、劣等感を隠そうとするがゆえのカッコのつけすぎなのです。女性は、真面目に交
際しようとする男性に対しては、本能で真実の言動なのか、表面的なカッコの良さな
のかをかぎ分けます。そこで、本来あなたが、もっている魅力と欠点を最初に占って
いきます。私生活で見せる魅力と欠点は、四柱推命の日柱の天干を見て占います。職
場で見せる魅力と欠点は、四柱推命の月柱の天干の通変星を見て占います。そして、女
性ともりあがるためには、なにが必要かは、四柱推命の日柱の天干を見て占います。
最後に、どんな女性となら深い関係を築けるのかは四柱推命の月支の通変星を見ての通
変星によって占います。

■あなたが私生活で見せる魅力と欠点
【庚】
自分に正直で、正義感のある「裏表のない正直な男」として女性から見られていま
す。それがあなたの本来もつ男の魅力です。でも、女性はあなたの性格よりも、「私
にどれだけ本気なの？」「本当に私が必要なの？」という事が一番気になるところな
のです。二人きりになった時、女性に心から尽くす優しさがなければ「自己中心のナ
ルシスト」と嫌われてしまいます。

■あなたが職場で見せる魅力と欠点
【月上は正官】
品があって几帳面、人とは決して争わない平和主義者。その上、礼儀正しくてどこ
へ一緒に行っても恥ずかしくない、几帳面で折り目正しい男、これが、職場で見せる
あなたの魅力です。でも裏返せば、堅苦しくてシャレの一つもわからない、息が詰ま
りそうな堅物男の可能性もあるのです。笑いを誘うユーモアもときには、言ってみま
しょう。

■あなたがリラックスできて女性を安心させるために必要な環境とは？
【庚】
お祭り騒ぎの空間。例えばライブ、ミュージカル、スポーツのようなイベント会場
のような、数多くの人たちと一緒に盛り上がり、楽しむ場所でこそ、あなたの性格の
良い面であるカッコ良く情熱的な面が強調されます。ただ座って見るだけでなく、一
緒に興奮できるような場所がいいでしょう。あなた自身は、ブランド品、特にゴール
ドのものを持つとあなた自身も引き立ちますし、女性へのアピールになります。落ち
着いて食事というのは苦手ですから、アルコールと一緒にジャンクフードを気軽に楽
しむのがいいでしょう。

■あなたは、どんな女性となら深い関係を築けるのか？
【月支は比肩】
良く言えばマイペース、悪く言えば自分中心のあなたは、相手と共有できる話題が
なければ話になりません。話題の内容は趣味だけでなく、何でも構いません。共有で
きるものがない場合、または、興味のないものを理解する気が無い場合は、女性の話
にハートで返事ができません。女性からは「一方的に自分のことばかり喋って、自分
のことは何もわかってくれない」という不満が残り、長続きしません。あなたの趣味
嗜好を理解してくれる女性を探すか、あなたが女性の愚痴も平気で聞けるように勉強
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するかのどちらかです。
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■前世のあなたは、どんな社会生活を送っていたのか？（年干通変星）
【比劫】
前世でのあなたの社会生活は、どちらかというと、現代のように経済が発展してい
なかったためもあり、仕事人間というよりも、遊びの合間に、仕事をしていたという
人生でした。愛する人と別れて孤独を感じたときは、仕事に集中していた期間もあり
ますが、愛する人がいるときは、二人で楽しみながら、ゆったりとした人生を送って
いたようです。仕事に忙しくしているときでも、プライベートな生活は犠牲にせず、
周りから束縛されない自由な生き方が好きだったようです。ここで前世の生活ぶりを
解説したのは、前世で経験をして納得したことは現世ではもう経験する必要がないと
いう理由があるからです。しかし、前世での経験に納得がいかない場合は、現世でも
う一度同じことを繰り返す必要があるという法則を知っておかないと、正しい占いに
ならないからです。

■現世のあなたは、どういうときに仕事で生き甲斐を感じるのか？(月柱通変星）
【官星】
さて、現世でのあなたの社会生活は、前世よりも仕事上の苦労は大きくて、忙しい
ようです。あなたは、伝統的に受け継いで行われてきているような習慣やルールが支
配している環境でも、その良さを認めながらも、徐々に革新していくやり方で、もの
ごとを進めていく能力があります。ですから、良い組織、良いチームリーダーに恵ま
れた職場であれば、あなたはその職場の進むべき方向性をあっという間に理解して、
上司から用いられる人材となっていくことでしょう。つまり、スタッフを使いながら
チームの実力をアップし、チームの力で全体を変えていくというプロセスに生き甲斐
を感じていくのです。

■仕事で生き甲斐を感じながら成功するためには？(月柱通変星）
【官星】
そういった、チーム全体を率いていく能力を訓練していくために、あなたは最初
は、目上の人から使いやすいと思われるような働きをしなければなりません。もとも
と、現世でのあなたは、仕事人間としての度合いは強いほうです。とくに、何事も割
り切りの良い部分がありますから、仕事のスピードに関しては目を見張るものがあり
ます。そして、大きな仕事を任され、責任を背負った場合に、仕事に対する集中力が
増します。もし、仕事への集中力がなくなるとしたら、頑張り過ぎて体調を崩してい
たときです。

■あなたが成功するのに必要なパートナーはどんな人か？(月柱通変星）
【官星】
このように、全体を変えていくというパワーに恵まれているのですが、問題は、全体
がおかしな方向に引っ張られているときは、あなた自身も、そのおかしな方向性に染
まってしまう可能性が少しあるということです。人の気持ちが分かる人情的な部分が
あるからこそ、無情な判断ができずに、真実よりもチーム全体の事情を重視してしま
うという面があります。ですから、あなたの場合は、人の気持ちを無視して、わが道
をどんどんと突進していくような、タフで正義感にあふれる人とパートナーを組んで
いけば、あなたのチーム適応力との相乗効果が期待できます。

■今の仕事に生き甲斐を感じられず仕事を変えるとしたら、どういう条件がそろった
ときか？(月柱通変星）
(著作)スターフォーチュン 深川宝琉
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【正官】
もし、あなたが今の仕事に生き甲斐を感じられず仕事を変えるとしたら、数年以
上、今の仕事を継続していて、一人前に仕事をこなせるようになっていることが条件
です。そして、仕事の内容そのものには満足しているにもかかわらず、上司や仲間に
恵まれず、会社に行くこと自体に苦痛が伴うのであれば、そのときが、チャンスで
す。ただし、人間関係のストレスからは解放されるかわりに、新しい職場にあわせて
自分を変えていくという覚悟がなければなりません。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉
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昨年と今年は何が異なるのか？そして来年は？
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■今年の運勢は今までとは何が異なるのか？
【印綬】
あなたの今年の運勢は、不思議に充実して満ち足りた気持ちになり、誰に対しても
陽気になって話しかけたり、新しい友人と一緒に行動することが多くなります。つま
り、人気運が出てきそうです。しかし、今年の半ば過ぎからは、妙に正義感が強く
なって、周囲の人の無責任な言動が気になって、自分の主張を押し通し、トラブルを
起こしたり仲間から孤立するように変化します。さらに、理想をすぐに実現できると
勘違いして、焦ってきそうです。あまり難しく考えずに、好きなことを楽しく夢中で
やるということに集中していけば大きな問題は起こらないでしょう。

■今年の運勢のチャンスとピンチ
【印綬】
あなたが今年の幸運をつかむタイミングは、困難なことを受け入れる余裕があると
きではなく、妥協を絶対許さないという緊張感があるときです。周囲に煙たがられる
こともありますが、筋道を通していけば、チャンスをつかめるでしょう。逆に、気を
つけなければいけないのは、様々な方向に興味が出てきて、何でもやってみたい、経
験してみたいと考えるようになってきたときです。行動が広がることは決して悪くあ
りませんが、無計画に行動してかえってピンチに陥る危険をはらんでいます。

■今年、あなたにわくわく感を運んできてくれる人
【印綬】
あなたが今年、すぐに親しくなれて、わくわく感を運んできてくれる人は、一人で
一生懸命に頑張っている人です。弱音を吐くことなく、誰にも頼らず努力を続けてて
いく態度に心惹かれそう。次に、良き友としてあなたにアドバイスをしてくれるの
は、何でも良く知っている人。知識を自慢するようなことはないけど、困ったときに
はヒントをくれそう。

■来年以降はどうなるのか？
【印綬】
今年はとにかく、自分がどんなアイデアをもっているかを、周囲にアピールするこ
とが大事です。仕事でも何でも、自分がどんな考えをあたためているかを理解しても
らうことが開運につながってきます。来年以降は、そんなあなたを見て、何か新しい
事をしかけようとしている人達が近寄ってくるでしょう。できれば今から、人を感動
させるプレゼンテーション能力を鍛えて、自分を高く売り込む方法を見つけておくと
いいでしょう。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉
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エネルギーバイオリズムという観点から見ると、十二種類の段階のものが波のよう
に押し寄せてきます。その一つ一つが、小さいものから大きいものまで、どれが良く
てどれが悪いというものはありません。勢いのあるエネルギーときには、勢いのある
ことをしないと運は逃げていきますし、勢いのないときは、来るべき時期に備えて準
備をしないと準備の運に乗れません。重要なことは、そのときの波に恐れずに乗ると
いうことです。運が良くても、皆が動くまで待っていようでは運の波に乗れないので
す。チャンス到来だと感じたら、皆が乗らなくても自分１人で乗る勇気を持つこと。
待ての合図だと感じたら、じっくりと研究に取り組むなどして、常に意識を活性化し
ておくことが運をよくする秘訣なのです。それでは、これから十二年間の運の波を解
説していきましょう。

■2007年の運勢は 【病】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「過去の経験で学んだことを全て捨
てて、新しい自分に変化する混乱」の時期に差し掛かっているようです。人生という
長距離マラソンの中で、一生懸命に走ってきたのですが、足に異常を感じたようなも
ので、今まで通りの行き方はもうできないという時期です。そうはいっても、今まで
の経験から学んだことを簡単には捨てられるわけはないので、混乱して不安になりが
ちです。重要なことは、この混乱は必然であり避けようとしないことです。やがて、
その混乱が収まり、芽は勝手に出てくるのですから。無理に芽を出そうとして焦って
はいけません。混乱しているあなたを慰めてくれる異性との出会いがありそうです。

■2008年の運勢は 【死】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「混乱している自分に飽き飽きし
て、そろそろ観念してお迎えを待つ」時期に差し掛かっているようです。人生という
長距離マラソンの中で、足を引きずってでもゴールを目指そうとしていたのですが、
ゴールそのものが間違っていたことに気がつき、新しいものを何でも受け入れる気持
ちに変化する時期です。重要なことは、今まで頑張ってきた自分を誉めてあげること
です。この時期に出会った人や、始めたことは、何につけ途中から大きく自分の人生
を変えていく特徴を持っています。そろそろ、ケリをつけないといけない異性関係が
あるなら、終わるかもしれない時期です。
■2009年の運勢は 【墓】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「今まで頑張ってきた一つの時代が
終わり、新たな運命の波に切り替わる」時期に差し掛かっているようです。人生とい
う長距離マラソンの中で、ふたたびスタート地点に戻ってきたようなものでが、その
スタート地点は、今まで自分が想像していかなかったようなものです。新しいスタジ
アムに、初めて会う観衆達が、拍手喝さいであなたを迎え入れる時なのです。この時
期は、何につけ部下・後輩達から守護される特徴を持っていて、穏やかな人間関係を
つくることができますが、まだ走り始めるときではありません。ゆったりとしていて
ください。徐々に全体が見えてくる頃です。今までの異性関係を、そのまま穏やかに
継続する時期で、あわてて変化を自分から起こす時ではありません。
■2010年の運勢は 【絶】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「すべての過去の因縁から切り離さ
れて、新しい異次元の空間を漂う」時期に差し掛かっているようです。人生という長
距離マラソンの中で、ゴールまで辿りつきはしたものの、それで力尽きたようなもの
です。思い残すことなく、いろいろな新しいことに関心を持てる奇妙な開放感と寂し
(著作)スターフォーチュン 深川宝琉
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さが同居している時なのです。この時期は、将来のビジョンや計画などを夢に描くと
きですが、独りだけで取り組まなければならない特徴を持っています。だからといっ
て孤独なのかといえば、そうではありません。むしろ、好きとか嫌いを超えた人間関
係をつくれるときです。今までとは全然違ったタイプの異性と巡り合う可能性があり
ます。
■2011年の運勢は 【胎】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「今までのことはすべて忘れて、も
う一度、振り出しに戻って、自分と真正面から向きあう」時期に差し掛かっているよ
うです。人生という長距離マラソンの中で、再びスタートラインに立ったようなもの
ですが、どんなスタートラインかもわかりません。どんな道をこれから走るのかも分
かりませんが、走り始めるときなのです。この時期に始めたことは、何につけ世間や
周囲からの荒波にもまれながらも、これから十年以上は継続する特徴を持っているの
で、くじけずにトライしていくことが運をよくする秘訣なのです。異性に対する好奇
心が湧いてくるので、積極的に異性と触れ合って、話しをしてみることです。
■2012年の運勢は 【養】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「母体の中で、安心してすくすく成
長を遂げているような」時期に差し掛かっているようです。人生という長距離マラソ
ンの中で、やっと走り出したばかりのようなもので、心地良い声援を受けながら、
今、快走を始めた時なのです。この時期に始めたことは、どんな道を走っているのか
も分からないものですが、安心して、そのまま走るときなのです。世間や周囲から援
助される特徴を持っているので、気を引き締めトライすることが運をよくする秘訣な
のです。これをやったら得するか、損するか？という考えをすると、運の波に載れま
せん。いいなと思う異性がいたら、気軽に声をかけて、とりあえずデートしてみま
しょう。
■2013年の運勢は 【長生】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「これまでじっくりと準備してきた
ものが、やっと世間に迎え入れられる」時期が近づいているようです。人生という長
距離マラソンの中で、丁度折り返し地点に来たようなもので、これから走る道は、
まったく未知の世界でこれまでの経験は役に立ちません。この時期に巡ってきたチャ
ンスは、分からなくても、リスクがあったとしても、やってみることです。ただ、目
上の人達から、「出る杭は打たれる」ことは避けようがありませんので、周囲の批判
を気にしていては運の波に乗ることができません。敵は、自分自身の中にある恐れだ
けです。素敵な異性がいたら、迷わず、声をかけて行きましょう。迷いはダメです。
■2014年の運勢は 【沐浴】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「好奇心や興味に誘われて、自由奔
放に何でもやってみたい、遊びまわりたい」時期に差し掛かっているようです。人生
という長距離マラソンの中で、ちょっとわき道に外れて、遊び心でいろんなことを楽
しまないといけないのです。興味深いものが沢山あって、よそ見をしやすい時期なの
ですが、この時期には目標を定めないことが運の波に乗る秘訣です。やがて、いろい
ろな遊び心ではじめたことのなかから、本当に自分がやりたいことが含まれているは
ずです。出会う異性が、みんな魅力的に思える時期ですから、異性の研究をしてみま
しょう。
■2015年の運勢は 【冠帯】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「実力以上に自分を良く見せる装い
(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

１２年で１周する大きな運の波を予知する
石川遼 1991/9/17
をして、表舞台でスポットライトを浴びる」時期に差し掛かっているようです。人生
という舞台の中で、これまでの裏方役から主役を演じる変化の時です。注目と喝采を
浴びるときが、訪れようとしているのです。重要なことは、自分には相応しくないと
か、自分にはできないというネガティブな気持ちを捨てることです。今までの自分な
らできないようなことでも、できる運の波が来ているのですから、やってみてから考
えるくらいでいいのです。異性との出会いは、ありそうですが、あまり自分を飾り立
てていると、あとあと苦労することになります。
■2016年の運勢は 【建禄】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「自分自身の力だけで、城を築きあ
げていく」時期に差し掛かっているようです。人生という長距離マラソンの中で、独
り飛び出しラストスパートをかけたようなもので、自分の周囲には誰もいません。甘
えられる人もなく、頼りになる人もなく、自分自身を信じて闘っていくしかない時期
が、始まろうとしているのです。この時期に周囲からの反対を押し切って始めたこと
は、何につけ将来の経済的繁栄をもたらす特徴を持っていますが、自分自身は夢中に
なっているのでそれには気がつきません。異性との出会いがあったとしても、完璧を
求めるので、すぐに意見のスレ違いがありそうです。
■2017年の運勢は 【帝旺】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「なにもかもがうまく行くようにみ
えながらも、細いほころびも見える」時期に差し掛かっているようです。人生という
長距離マラソンの中で、これまでの成果が具体的になってきて、愛もお金も全ての実
りを楽しむ時期です。なにも心配することはありません。運の波は、勝手にそろそ
ろ、次の落ち着くべき場所に向かう予兆が見えてくるはずですから。この時期に開始
したことは、何につけ世間の注目を浴びるかもしれませんが、周囲への目配りを忘れ
ていることが多いのが特徴ですが、気にすることはありません。あなたを慕う異性が
現れるかもしれませんが、あなたの本質を見ていない可能性があります。
■2018年の運勢は 【衰】

十二年間という長い年月で見ると、この年は、「少しだけ元気がなくなってきて、
表舞台から裏舞台へ引き下がる」時期に差し掛かってきます。人生という回り舞台の
中で、主役から裏方へと切り替わるようなものです。だからと言って、それが運が悪
いということにはなりません。太陽が昇る前には、必ず太陽は沈まないとなりません
が、太陽が沈みかけという段階と同じです。つまり、夢中になっていたものが冷めて
冷静になってきたので、次意の準備を始める時であり、忙しくて自分の内面を磨く暇
がなかったことを反省し、「あっそうだったのか」という気づきが起こります。異性
との出会いは、あるとしても感情に流されることはありません。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉
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占い全般の基礎知識
人間は生れた時に、太陽や月、そして火星、水星、木星といった惑星の影響を受けています。人間だけでなく、万物全て
がその影響を受けているといっても良いでしょう。そして運命学は、その惑星からどのような影響を受けているのかを診
断する学問なのです。
四柱推命は太陽中心の占星術ですし、紫薇斗数推命は月が中心の占星術ですし、西洋占星学は全ての惑星を均等に見る
占星術ですから、それぞれに特徴があり、当然その診断内容も異なってくることがあります。
しかし、それは太陽がビジネス的能力を司る惑星で男性的な特徴であるのに対し、月が心情や感情を司る惑星で女性的
な特徴であるということに原因がありますので、異なって当然でありますし、人間の複雑な性格などを異なった面から診
断した結果であると判断するのが正しい理解の仕方です。

気になる吉凶について
良く、自分の運命は良いのか悪いのか？という質問を受けますが、四柱推命学の理論から言うと、全部悪いとか全部良い
といったことはありえません。例えば、命式の悪い人は、大運に自分の欲する吉星が巡ってくるようになってますし、逆
に命式の良い人は大運に自分が嫌う星が巡ってくるようになっているのです。
従って、天から与えられた自分の才能や能力を正しく知り、長所をさらに伸ばし、欠点は努力で補うといった生き方を
することが重要なのです。

十干の基礎事項
◇十干の概要
命式の天干に配置されるのが、この十干でこの象意を理解していないとい看命することは出来ませんので覚えてお
く必要があります。 命式の日柱の天干を日主又は日元と言い、その人の性情を一番良くあらわしています。十干は自
然現象で起こるさまざまな現象を捉えて符号化したものですので、十干を見た瞬間にそういった自然の風景が想像で
きるようにならなければなりません。また読み方も「こう、おつ、へい」と読むのでは意味が分かりません。
甲は木の兄なので「きのえ」と発音し、乙は木の弟なので「きのと」と発音するのです。丙は火の兄なので「ひの
え」と発音し、丁は火の弟なので「ひのと」と発音するのです。同様に 戊は「つちのえ」、己は「つちのと」、庚は
「かのえ」、辛は「かのと」、 壬は「みずのえ」、癸は「みずのと」、とそれぞれ発音します。陽と陰の読み方で、
陽は兄(え)をつけます、陰は弟(と)をつけます。 本来「エト」は兄と弟のことであり十干を指して言います。
１．甲（きのえ）：陽
甲木は山や大地に聳え立つ大木(樹木)とみます。 大きく育った大木は庚金(斧)を用いて伐採し、役に立つ棟梁の材
と成すことです。（家の棟．．むね、梁．．はり）のことです。 庚金の斧が良く切れるようにするには丁火で焼きを
入れて鋼をいれます。日主が甲木の場合は「庚と丁」がある事が看命の基本になります。
２．乙（きのと）：陰
乙木は田園に咲く優しい草花又はつる草とみます。乙木が育つためには適度な太陽の火（丙）と天然の雨水（癸）
が必要です。 乙木はいくら集まっても天に向かって伸びることはありません。天に向かって伸びるためには甲木に巻
き付いて伸びる必要があります。 これを藤蘿繋甲(とうらけいこう)と言います。日主が乙木の場合は「丙と癸」これ
が看命の基本になります。
３．丙（ひのえ）：陽
丙火は壮烈な太陽の火とみます。 太陽の火は季節によって強くなったり弱くなったりします。夏は太陽の火炎が強
いので水の配合を必要とします。冬は太陽の火が弱くなるので、太陽の火を映しその光を照らし出す壬水（大河の
悠々と流れる水）を必要とします。 日主が丙火の場合は「壬」これが看命の基本になります。
４．丁（ひのと）：陰
燈火や薪炭のような人工の火とみます。 太陽の丙火と異なり、人工の火ですので必ず薪の燃料を必要とします。

火の燃料としても最も適しているのは甲木で、次に乙木です。 乙木は枯れ草の様なものですから一瞬に燃えつきてし
まいます。すなわち熱しやすく冷めやすいとなります。甲木は庚金によって伐採されて薪になりますので、甲木があ
れば永続して丁火が燃えることになります。 日主が丁火の場合は「甲と庚」これが看命の基本になります。
５．戊（つちのえ）：陽
戊土は山や大地や堤防の土とみます。 山には樹木があって森をなさないと「霊」が無く生き物が育ちません。 大
地に水を与えて湿土に変えれば木が育ちます。日主が戊土の場合は「甲と癸」これが看命の基本になります。
６．己（つちのと）：陰
己土は田園や畑の湿った土とみます。植物など万物を育むおおらかさと優しさと度量があります。 湿田に水気が無
ければひび割れを起こします。湿田で万物を育む場合は丙火の太陽も必要です。 日主が己土の場合は「癸と丙」これ
が看命の基本になります。
７．庚（かのえ）：陽
庚金は荒々しい剛金、斧とみます。 従って甲木を切り倒すのに使われます。 鉱物である金が斧という形になるに
は丁火で焼き入れをする必要があります。 丁火が力強く燃えるには甲木の燃料が必要です。日主が庚金の場合は「丁
と甲」これが看命の基本になります。
８．辛（かのと）：陰
辛金は加工された優しい貴金属とみます 。指輪とか貴金属のような精練されて美しく清い軽い金です。 従って辛
は輝くことが必要ですので、流れ水で洗う事が必要があります。 日主が辛金の場合は「壬」これが看命の基本になり
ます。
９．壬（みずのえ）：陽
壬水は大河に悠々と流れる水や湖水とみます。 水は力強く流れていれば清いのです、源遠流長と言います。 従っ
て春夏の季節に生まれた人は水が枯渇する可能性があるので、水と水源である庚金を必要とします。 秋冬の季節に生
まれた人は水が旺じて氾濫する恐れがあるので、戊土を以って制する必要があります。己土では水が濁ってしまうだ
けで役には立ちません。 日主が壬水の場合は「壬と戊」これが看命の基本になります。
１０．癸（みずのと）：陰
癸水は天然に降る雨や雪や小川の水とみます。 天然の雨は大地を潤し、暑さを緩和します。 従って春夏の季節に
生まれた人は、雨の精が柔弱であるため庚辛金の水源を必要とします。日主が癸水の場合は「壬と金」これが看命の
基本になります。

通変星の基礎事項
◇概要
通変星は、四柱推命を鑑定する上で大変重要な星です。以下の基礎的な内容を説明します。

１．比肩
比肩らしくとことんまで極めるプロ意識が旺盛ですが意外と温厚で品位があり和平を好みます。不正やごまかしを嫌い
自力で開運し、自分にも厳しい反面他人にも厳しい。自分で経験し納得したものでないと認めない徹底さがあります。独
立、自由業、金融業といった自由に采配がふるえる職業が向いていますが、ガツガツとお金を扱うと大失敗する可能性が
あります。
その能力が悪い方面に表れると、クセが強く人との折り合いが下手で何事もやりすぎるといったことになりがちで、孤
立無縁になってしまう可能性もあります。

２．食神
お金を生み出す源の星です。つまり自分の腕一本でやっていく技術者タイプで、人の管理や長としてのタイプではあり
ません。比較的温厚で外見は大変にこやかで、人とことを荒立てるといったことは好みません。勤勉に働くといったタイ
プではなく、ゆったりと人生を送る傾向です。
その能力が悪い方面に表れると、目の前に利益に汲々して自分を忘れて危険をおかしてまでも利益を得ようとします。
他人の迷惑を考えずに自分の主張を頑固に通すといった傾向もあります。

３．偏財
具体的にお金や品物が動く世界で実力を発揮します。大きな組織の管理された環境では才能が発揮されず転職をする人
が多いのが特徴です。中小の企業などである程度自由にやれる環境で初めてその才能が発揮できます。趣味が豊かで好奇
心が旺盛ですが、物欲や性欲や飲食欲に支配されないように注意が必要です。現実感覚に優れ社交性があり、何より心の
度量が大きいものがあります。
その能力が悪い方面に表れると、人を押さえる力が強すぎて暴走したりするか、あるいは、臆病で何もできないかのど
ちらかの傾向が表れます。

４．偏官
分相応のことをやれるタイプで決して無茶な行動はとりません。自分が認めた人間に関しては面倒見が良く親分肌です
が、仕事は徹底し人情をはさむことはありません。荒っぽさがありますが、革新的で豪放的でいわゆるやり手といった人
が多く、統率力を生かして出世する傾向があります。
その能力が悪い方面に表れると、強引で押しが強すぎて暴言を吐き、強圧的なワンマンといった傾向もあります。また
威張って人を見下すようになるか、内気で臆病で何もできないようになるかどちらかの傾向が表われやすくなります。

５．偏印
とにかく頭の回転が早く、何事も要領良くやることができます。真心をこめてやるよりも要領を最優先します。積極的
に対人関係を広げるタイプではなく、職人、特殊技能の世界で自分のスタイルで生きていきます。知性や感性が中心の生
き方ですので実務面はあまり得意ではありませんが、とにかく斬新な考え方をするアイデアマンです。
その能力が悪い方面に表れると、将来的なことをあまり考えずに、自分の楽しみや趣味ばかりに熱中し、仕事を最後ま
で責任をもってやりとげるといったことができない傾向になります。従って何事も不安定で混乱を招き、自己本位になり
やすい場合があります。

６．劫財
強烈な個性の持ち主で信念の人です。とにかく自分が納得するまで利害に関係なくとことんまでやってしまう傾向があ
ります。集中して物事を開拓する強さはありますが、金銭的な感覚には欠けていて、大きな財を扱うのは不得手です。人
間の表と裏がないので人に安心を与えますが、意外と騙されやすく、大きな財を失うことも多いようです。
その能力が悪い方面に表れると、極端な思想や活動に走ることもあり要注意です。また、自分の欲望のために貪欲に際
限なく、やりすぎてしまう傾向があります。

７．傷官
社会面では独特の個性と才能と頭脳、慎重さで成功していく人が多いのですが、本音は人に見せない傾向があります。
知恵があり、弁舌もさわやかで闘争心を内に秘めていますから激烈な競争分野でも生き抜いていけるタイプです。技能や
スポーツなどの世界で才能を発揮します。
その能力が悪い方面に表れると、自分を押さえる官星を破る星ですから、まるで自分の発言や行動に押さえが利かず、
人の迷惑を考えずに行動してしまう傾向があります。節操がなくなり、無軌道になってしまう傾向もありますので注意が
必要です。

８．正財
正しい清い考え方を行い、物事の処理を巧みに行う能力がありますので、社会で安定した成功をします。人から好意を
もたれ人望が厚いのが特徴です。交際関係も派手ではありませんが、安定したものがあります。着実性と勤勉さが一番の
特徴で神経は人よりも細かいです。
その能力が悪い方面に表れると、ケチでお金お金といつもお金のことを言っているような傾向になります。また正義感
もきれいごとだけになってしまい泥と汗を流す役割を嫌うようになります。

９．正官
いわゆる社会や組織でうまくやっていける能力があります。習慣や儀礼などもうまくこなし、理性的であり不正を嫌い
ますのでリーダの条件が備わっています。根回しなどの政治力や組織の管理能力にたけていますので組織の中では地位と
名誉に恵まれる傾向があります。
その能力が悪い方面に表れると、自分を押え込みすぎる傾向がでてしまい、保身だけに気をとられ大きく伸びることが
できないようになってしまいます。人に使われるだけで感謝できずに文句が多く融通性もないといったことにもなってし
まいます。臨機応変に対応する能力にも欠けます。

１０．印綬
知性、感性、創造、音楽といった学問的・精神的分野で才能を発揮します。実利に関わるのは得意ではありませんが、
人気があるため、人から好かれ多くの人脈ができますので、お金に不自由することは年をとるにつれてなくなります。
困ったことがおきても人が助けてくれる特徴があります。正直ですので政治的かけひきは得意ではありません。
その能力が悪い方面に表れると、他人の助けだけをあてにして、自分では努力しないで楽をしようとする傾向になりま
す。また要領が悪く、努力するわりには実績がでずにイライラすることがあります。お人好しで甘えん坊で言うことが観

念的で具体的に欠けるといったようになります。

四柱推命による天賦能力診断
石川遼 1991/9/17

■能力５分類
管理型
秩序がないところに秩序を作りそのルールを守らせる組織管理能力があります。
会社では上司の補佐役、秘書、中間管理職といった職種が適性です。つまり一匹狼
で仕事をするのではなく、組織の一員として活躍できるような職業が良いのです。
もっと言えば、良い先輩や良い経営者が多くいる会社では、どんどん成長するタイ
プです。逆に悪い上司や経営者であっても謀反を起こすことはできず、会社が傾く
まで我慢し続けるタイプです。退職金を上乗せしても、早期退職を嫌がるタイプで
す。
■能力詳細１０分類
管理型−保守
管理型の能力ですが、何を管理するかと言えばまず最初に自分を厳しく管理する
能力です。従って上司や幹部から見れば「模範社員」と評価されやすい能力です。
しかし、言いかえれば本音が言えない、世間や友人の評価を気にする、オリジナリ
テイに富んだ判断ができないということです。ですから幹部がしっかりと現場もコ
ントロールできている組織では、ストレスもなく良いのですが、自己保身の強い幹
部が多い会社組織では悩みがつきません。幹部や上司に対する不満があったとして
もこの人から出てくることはあまりありません。もしあるとしたら、首を覚悟して
いる時などよっぽどのことがある場合です。
■目標となる人物
管理型
組織をうまく率いていくリーダーの才能です。組織の管理ができるということは
、上司から見て管理され上手の才能があるということにもなります。つまり管理さ
れ上手は管理するのも上手ということになります。いづれにしても、組織というも
のがあって初めて才能が生きるタイプですから、１匹狼での独立や孤軍奮闘では能
力が生かしきれません。スポーツの分野では野村克也、松井秀喜、田淵幸一などの
捕手やチームリーダー、監督といった職種が多い特徴があります。また当社の調査
によると、公務員、サラリーマンや３代目社長が多く、一人で万難を排してのし上
がってきた創業者はほとんど見当たりません。創業する場合も、万難を排してとい
うよりも、目上や色々な組織から支援を受けて無理なく会社を設立します。
■歴史上の人物
管理型
豊臣秀吉・・・・織田信長という主君に管理されている間は、才能を発揮して実
績を認められた秀吉ですが、トップに立ってしまってからは何をやって良いかわか
らずに朝鮮出兵といった愚作で自滅したのです。つまり、このタイプは信長のよう
な名君に仕え、方向性やビジョンを与えられて、具体的なやり方なども管理されて
はじめて部下をうまくまとめることができるという才能です。名君に出会えるかど
うかで、このタイプの人生は大きく変わっていくことでしょう。名君に出会えば、
本人さえ驚くような急激な発展をすることもあります。一方で良き指導者に会えな
い場合は、能力が発揮されないままで生涯を終わってしまうでしょう。
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による性情・対応方法診断
石川遼 1991/9/17

■性情
・庚 暴走・感覚型
本質が鉄の人は、ピンと来たらガムシャラにやる性格です。相手の迷惑などを深
く考える前に、やり過ぎてしまうため人間関係では摩擦が発生しやすいのです。赤
信号でも車が来なければ平気で渡る豪気な個性の反面、美しい芸術・絵画・自然な
どを愛する長所があります。ですからこの人のピンときたものをガムシャラにやれ
る職種が良いでしょう。生ぬるい環境ではかえって満足できない性格です。また今
までの人生でピンとくるものがなければ、まだそういったものに出会ってないわけ
ですので、出会いを求めて色々と職を変えることも良いことです。欠点としては、
行動が粗野で計算高く強情という傾向があります。プロ野球の江夏豊元投手、政治
家では金丸元副総理がこの暴走・感覚型の代表例です。

■やる気の出させ方
・庚 暴走・感覚型
この人は、上司や先輩の意見よりも自分の感覚を何よりも信じて疑いません。一
見すると、上司の指示に素直に従うような振りはしますが、細かく観察していくと
そうでないことが分かります。ですから、時に暴走しますがその動機が「善」であ
る場合は、暴走はある程度大目に見てあげましょう。自分で納得するまでやらせる
ことです。しかし、その動機と判断が明らか会社にとってマイナスである場合や、
「悪」である場合には、徹底して叱っても良い人です。多少のキツイ叱り方でも受
け止める器があるので、がんがん訓練しても良い人です。ピンとくるものがあるは
ずですから、それが何なのかを良く聞いてあげましょう。会社の目標とこの人の感
性がマッチすれば大変なパワーになることでしょう。
■タブー
・庚
暴走・感覚型
ピンと来てしまったら、飛びつくのが早く、周囲の意見は関係なくやってしまい
たいタイプです。ですから、この人が気に入っている内容を途中で妥協するようア
ドバイスを提言するのは、その内容の是非に関わらずしない方が良いのです。反抗
精神と反発心を誘発するだけです。黙って、この人の意見を聞く側に回るのが賢明
です。上手に、誉めてあげれば、木に登る方です。

■精神的弱点
・庚 暴走・感覚型
自分の感性と感覚で、周囲の動向には関係なく強引に行動してしまいます。人の
意見を聞くことが不得意で、聞いていても、実は聞いているふりだけです。そのた
め、周囲から反発されて悲しみのストレスがたまりますし、精神的な弱点にもなり
ます。
自分の感性を信じることは良いのですが、あまりそれを主張しない方が良いので
す。
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による能力別ビジネス診断
石川遼 1991/9/17

■天賦の職業
管理型
会社の上司や幹部から見て使いやすいと思う才能です。つまり指示に対して正確
に従い職務を遂行する折り目正しい能力があるからです。大きな組織で日常の仕事
の手順が確立されている場合は、このタイプの人は生き生きと仕事ができるのです
。しかし、起業まもない会社で社内のルールなどが未整備な組織の場合は、癖の強
い人が多いわけですから、その中でやっていくのは難しいでしょう。この服務能力
というのは、同時に、部下から見て従っていきたいと思う才能でもあります。部下
を育て管理する職業が適性です。中間管理職、監督業、公務員や上級サラリーマン
に多いタイプです。１人で独立してやるのは向きません。独立するなら部下を率い
て独立しましょう。常に組織という土台があって初めて能力が発揮できます。１匹
狼では失敗します。
■上司・管理職としての適性
管理型
この人が上司になった場合、幹部の指示に対して正確に従い職務を遂行します。
そういった意味では会社の大きなメインストリームに乗って部下も仕事をすること
ができます。また、人を育てることが上手ですから、部下に大きな仕事を任せるこ
とができる器があります。仕事の成果は部下の手柄にし、失敗は自分でとるという
折り目正しい上司になれる才能があります。手柄は自分で横取りし責任は部下に押
しつけることはしません。ただし、いわゆる人間の管理という面では厳しいものが
あるので、不正やズルなどは決して許さないタイプです。また勤怠管理に対しても
うるさい方です。部下や幹部の人心掌握術に対しては一番優れていると言えましょ
う。
■ふさわしいビジネスパートナー
管理型
この人は、上司や先輩に管理されて、従う服務能力があります。指示されたこと
は真面目にコツコツとやり遂げます。上司に対する報告・連絡・相談もしっかりし
ており、上司から見て安心して見ていられるタイプです。しかし、あまりにも考え
が堅くて、自分の得意とする分野の才能をどんどん発揮したり、自己主張をしたり
すること、いわゆるオリジナリテイを打ちだすことが不得手です。ですから、この
人にふさわしい能力をもったビジネスパートナーは「心の開放型」または「人指向
型」です。開放型は、自分の才能を巧妙に発揮して有名になっていく術を心得てい
るからです。また人指向型は、強引にビジネスを前に進める迫力とパワーがあるか
らです。
■アリとキリギリスで例えると
管理型
このタイプは、上司や先輩から指導され、それに正しく従う能力がありますので
、指示されたことは真面目にコツコツとやり遂げます。上司から、キリギリスのよ
うに羽目をはずしてみたらと言われても、なかなかそうはできない人なのです。す
なわち、コツコツと働くアリに分類できます。しかし、管理されない100%自由の環
境になれば、何をコツコツとやっていいのか分からなくなることもあります。
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による命令と対応と管理の仕方
石川遼 1991/9/17

■叱り方
管理型
会社の規則や組織の上下関係に無理無く従うことができる能力ですので、一定の
枠をはずれることはないタイプです。ですからよっぽど我慢できないことがあった
ときにしか叱られるようなことはしないはずです。つまり、何かがこの人に起きて
いて、爆発寸前といったことですからその行動の原因を聞いてあげましょう。原因
も聞かないで、厳しく叱りすぎると、この人は臆病になって、上司の顔色を見なが
らごますりで生きていくようになります。むしろ、この人の場合は、良く本音をぶ
つけてくれたと上司は誉めてあげるべきなのです。そうすると、本当の信頼関係が
できて、組織がうまくまわっていくことでしょう。
■命令の仕方
管理型
上司や先輩の指導が良ければ、うまく管理されながら先輩達のノウハウを素早く
習得していくことでしょう。またこれまで培ってきた会社のノウハウでこなせる仕
事があるのであれば、それを無難にこなせる能力があります。そして先輩や上司か
ら見て管理しやすいタイプというのは、逆に管理することも上手ですから、次の段
階で自分がリーダーとなって部下を指導したり管理する環境を作ってあげましょう
。つまり組織人として訓練される命令の仕方がポイントです。そうすれば良き管理
職となっていくことでしょう。しかしこのタイプに奇想天外な発想やユニークなア
イデア、また緻密な戦略性といったものはもともと得意ではありませんので、そう
いった仕事を無理に与えてはいけません。
■リストラの仕方
管理型
このタイプは、言われたこと指示されたことは比較的そのまま従順に守る方です
。つまり目上や上司からの指示には服従する能力があります。ですからこんなにも
、会社の指示通りに、あるいは経営陣のために頑張ってきたのになぜ自分がリスト
ラされないといけないんだ！と大変ショックを受けます。こういったタイプはリス
トラから逃れようと、あらゆる手段を使って組織に残りたがりますし、そういった
根回しも得意です。実際理不尽なリストラをされても残る社員の４０％はこのタイ
プです。経営陣は、このタイプをリストラするなら、事前に転職先や、出向先を用
意してあげることです。組織に残っても良くありませんし、経営陣に恨みの遺書で
も残して自殺でもされたら大変です。

■野球に例えると
管理型
試合全体を管理する公正なアンパイヤの能力です。または、甲子園に常に出場す
る名監督、あるいはスター選手がいない球団でも、若い選手を育ててチームを強く
成長させていく管理能力です。試合の全体を管理し、観客のイラダチや不満などで
暴走行為になりそうな場合も、うまくそれを納得させるようなジャッジを行います
。ジャッジというのは正確であれば良いわけではないのです。つまり機械のような
ジャッジではなく気持ち良く試合が進み、観客や選手がお互いに公正な気持ちで燃
えるような環境にもっていく采配がうまいのです。つまり臨機応変な管理能力があ
るのです。
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による活力度指数
石川遼 1991/9/17

管理-保守型

四柱推命のリズムは、好奇心リズム1‑2⇒人指向リズム1‑2⇒心の開放リズム1‑2
⇒納得支配リズム1‑2⇒管理リズム1‑2と１年おきに変化し、１０年で１巡します。
それぞれのりズムの時に、リズムにあった行動をすることが成功の秘訣です。

独立・競争運の活力度指数グラフ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18才 20才 22才 24才 26才 28才 30才 32才 34才 36才 38才 40才 42才 44才 46才 48才 50才 52才

グラフの上であればあるほど、活力度指数が高いという意味です。

・独立運‑活力度指数
独立運とは、とにかく活力がみなぎる時ですから、他人との競争や、他社との戦
いにファイトを燃やせる時です。その分、周囲との摩擦や周囲の意見を無視したり
することも多くなり、組織人としてはルールから外れやすい時です。逆に、この時
期にだけできることは、思い切って一か八かで独立することです。つまり、将来を
いくら計算しても、１００％の安全を保証された独立などはあり得ませんので、思
い切った独立をやれるのはこの時期だけなのです。独立や転職を決意しているのな
ら実行の時です。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による活力度指数
石川遼 1991/9/17

管理-保守型

四柱推命のリズムは、好奇心リズム1‑2⇒人指向リズム1‑2⇒心の開放リズム1‑2
⇒納得支配リズム1‑2⇒管理リズム1‑2と１年おきに変化し、１０年で１巡します。
それぞれのりズムの時に、リズムにあった行動をすることが成功の秘訣です。

サービス・奉仕運の活力度指数グラフ
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グラフの上であればあるほど、活力度指数が高いという意味です。

・サービス運‑活力度指数
サービス運とは、他人や社会にサービスや奉仕をしたいと思う「でしゃばり」の
心が強くなる時です。つまり、自分のもっている天賦の才能を社会で生かしたいと
いう思いが強くなり、やらなくても良いことをやってしまう時です。その分、実利
的には、メリットがないのですが、社会に貢献したり、その結果名前が売れたり、
有名になったりする時期です。自分が前へ前へと出る時ですので、他人の気持ちを
思いやる余裕がない時です。独立や転職したい場合には、日々の生活のお金に現状
でも困っておらず、しかも新しい仕事で才能が生かせると思うなら実行の時です。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による活力度指数
石川遼 1991/9/17

管理-保守型

四柱推命のリズムは、好奇心リズム1‑2⇒人指向リズム1‑2⇒心の開放リズム1‑2
⇒納得支配リズム1‑2⇒管理リズム1‑2と１年おきに変化し、１０年で１巡します。
それぞれのりズムの時に、リズムにあった行動をすることが成功の秘訣です。

支配運の活力度指数グラフ
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グラフの上であればあるほど、活力度指数が高いという意味です。

・支配運‑活力度指数
支配運とは、他人や社会や市場を支配したいと思う時です。つまり、いつもより
も、大衆が実は欲しいと思っているものや、大衆が受けたいサービスの内容にピン
とくるのです。ですから、○○という戦略で、○○という事業を展開すれば、市場
を支配でき、人を支配でき、その結果、自分にもメリットがあるという時期なので
す。結果として、商売がうまくいって、お金が入ってくるようになるかもしれませ
ん。独立や転職を決意し、独自の新しい商品や製品開発と販売に燃えているのなら
実行の時です。お金が欲しいというだけの動機では失敗する時です。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による活力度指数
石川遼 1991/9/17

管理-保守型

四柱推命のリズムは、好奇心リズム1‑2⇒人指向リズム1‑2⇒心の開放リズム1‑2
⇒納得支配リズム1‑2⇒管理リズム1‑2と１年おきに変化し、１０年で１巡します。
それぞれのりズムの時に、リズムにあった行動をすることが成功の秘訣です。

出世運の活力度指数グラフ
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グラフの上であればあるほど、活力度指数が高いという意味です。

・出世運‑活力度指数
出世運とは、ある一定の組織の中で、その上司や経営者から、いつもよりも難し
い仕事や大きな仕事を任せられ、自分の骨と肉体を削って仕事をせざるを得ない時
期のことをいいます。他人よりも汗を流し、血を流しての仕事ですから、出世がで
きる時期なのです。決して、安楽としてできるものではありません。運命学で言う
仕事運とは、自分を鞭打っての見返りとしての成功報酬を言うのです。組織に属し
ていない、自営業の方は、命令される人がいないので、出世運は作用しません。得
意先から命令され、必死になって働く環境がもしある場合は、出世運といっても良
いでしょう。独立や転職を決意しているのなら、待った方が良いでしょう。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による活力度指数
石川遼 1991/9/17

管理-保守型

四柱推命のリズムは、好奇心リズム1‑2⇒人指向リズム1‑2⇒心の開放リズム1‑2
⇒納得支配リズム1‑2⇒管理リズム1‑2と１年おきに変化し、１０年で１巡します。
それぞれのりズムの時に、リズムにあった行動をすることが成功の秘訣です。

アイデア・発明運の活力度指数グラフ
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グラフの上であればあるほど、活力度指数が高いという意味です。

・アイデア運‑活力度指数
実利になるかどうかはともかく、右脳的、宗教的な発想で、ピンときて、ユニー
クで面白い企画とアイデアを考え、行動する時期です。この時期は、普段は思いも
つかないアイデアが、次々に沸いてくるかもしれませんが、それで有頂天になりや
すい時期でもあります。あくまでも、アイデアはアイデアであって、それが現実生
活で役に立つかどうかは、冷静に判断し、マーケッティングをして、戦略を練らな
ければなりません。独立や転職を決意しているのなら、自分のアイデアをビジネス
に結びつけてくれるスポンサーがいるのなら、実行する時です。１人単独で事業を
起こすのは止めましょう。また、お金を追い求めるだけの事業も止めましょう。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による能力別成功への道標
石川遼 1991/9/17

物事の始まりは、好奇心型から出発し、管理型で終結・完成する。

■商談方法
管理型‑保守
このタイプは、そのプレゼンする商品が何であろうと、たとえ本当の意味で、人
々が欲していない商品であっても、会社の戦略的商品や会社の命令であれば仕方な
く、付加価値をつけて商談をして、自分は納得していなくても、遂行していくよう
なタイプです。ですから、ストレスが溜まり、病気になるのです。自分が、納得で
きない商談は、破談にする位の度胸をもてば開運します。

■資産運用
管理型‑保守
このタイプは、自分１人で考えて、ゼロから資産運用を積極的にやるといったタ
イプではありません。どちらかというと、会社の上司や同僚から勧められて、ある
いは信頼のおける取引先から勧められて、資産運用を開始するといったケースが多
いのです。ですから、あまり無茶なことは普通はやりません。信頼のおける相談で
きる人を探して、その人の指示を参考にしながらやるのが良いでしょう。しかし、
時には失敗覚悟で、少々の危険を伴う投資もやってみることも良い勉強かもしれま
せん。

■出世の方法
管理型‑保守
このタイプは、組織をコントロールすることが他人よりも上手ですので、普通は
ある程度の出世はするはずです。但しそれには、自分より職位が上の上司の庇護の
下でという条件がありますので、上司との人間関係が悪いと本来自分がもっている
、組織をコントロールする能力が生かされないことがあります。また、少々コツコ
ツとやりすぎるという面もありますので、時には、強引にやることも良いでしょう
。上司も人間ですから、能力のありなしで、判断しないで、人間的な付き合いをす
るのが成功の秘訣です。

■独立の方法
管理型‑保守
このタイプは、自分の部下がいて、その組織をうまく活用して能力を発揮できる
タイプです。ですから、独立、開業といっても、１人だけでやってもうまくいきま
せん。自分の信頼できる部下や上司と一緒に独立して初めてうまくいきます。そう
いった組織単位での独立ができるのであれば、分野は問いません。しかし、思い切
った行動が得意ではないので、最後の最後まで独立は思いとどまり、今の会社でな
んとか自分のやりたいことを実現できないのかを考えるべきです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による人柄と性情診断
石川遼 1991/9/17

■青年期の性情（独身時）
・青年期は 庚 暴走・感覚型
本質が鉄の人は、ピンと来たらガムシャラにやる性格です。相手の迷惑などを深
く考える前に、やり過ぎてしまうため人間関係では摩擦が発生しやすいのです。赤
信号でも車が来なければ平気で渡る豪気な個性の反面、美しい芸術・絵画・自然な
どを愛する長所があります。生ぬるい環境では、満足できない性格です。また今ま
での人生でピンとくるものがなければ、まだそういったものに出会ってないわけで
すので、出会いを求めて色々と職を変えることも良いことです。欠点としては、行
動が粗野で計算高く強情という傾向があります。プロ野球の江夏豊元投手がこの暴
走・感覚型の代表例です。

■中年期の性情（社会のしがらみができた時）
・中高年期は 丁 丁寧型
中高年の本質が丁の人は燃える火の如く、この期間、情熱的で風流で知的な考え
方をします。火というのは、真っ暗闇の中の一本のロウソウでも大変にありがたい
ものです。善悪に対する感性が鋭く、目的達成のためなら何でも良いといった方針
には背を向けます。従って、利益至上主義の組織や理論には、どんなに世間の評価
が高くても関心を持ちません。むしろ、社会のためにというしっかりした考えをも
っている人に魅力を感じます。また、あまり短所とは言えませんが、どちらかとい
うと受動的なので誘われたら断るのが苦手です。接待や宴会、飲み会などは無理し
て出席する必要はありません。
■老年期の性情（リタイヤ後の人生の時）
・老年期は 辛 繊細型
老年期の本質が宝石の人は、この時期、美しい宝石の如く、繊細で上品ですが、
見た目以上に心が傷つきやすい期間になるでしょう。そして、何かに関心をもって
しまうと、「細かいこだわり」がどこまでもでてきて、こんなにもこだわらなくて
もいいのにと周囲が驚く位です。繊細な神経が生かせる環境を自分で見つけて、そ
こに身をおくのも重要なことです。少々疑い深くなって、人の言うことに耳を貸さ
なかったり、しつこく、同じ質問をしてみたりと、少し慎重さが行き過ぎて、分か
らず屋の年寄りと言われることがあるかもしれません。
■健康維持のためには
・庚 暴走・感覚型
自分の感性と感覚で、周囲の動向には関係なく強引に行動してしまいます。人の
意見を聞くことが不得意で、聞いていても、実は聞いているふりだけです。そのた
め、周囲から反発されて悲しみのストレスがたまりますし、精神的な弱点にもなり
ます。自分の感性を信じることは良いのですが、あまりそれを主張しないことで精
神の健康を得られます。辛味のあるキムチが健康食。旧満州や韓国では、寒い冬に
風邪の予防薬としてキムチをたくさん食べます。これは、キムチを食べることで、
体中が温まるだけでなく、肺や喉などの呼吸器系を守るからです。
(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による性的行動の診断
石川遼 1991/9/17

■青年期の性行動
絶
人が真似できない「ひらめき」と「アイデア」を備ていますので、なかなか他人
や異性から理解できない部分があります。自分のピンと来たものを理解し、よきパ
ートナーになってくれる異性でないと、どんなお金持ち、地位のある人でも全く関
心を示しません。ですから堅実に計画的に異性と付き合うというよりは、一時の恋
愛的な心情で関係を持ってしまったということもあります。ベッドの中でも、日に
よって態度が異なります。猛烈に燃えたり、クールであったり、拒絶したりと相手
が振り回されてしまい、悩むこともあります。このように、考えや行動が極端に変
化することが、欠点です。

■中年期の性行動
帝旺
自主独立の精神が旺盛ですので、自分が相手の異性を支配するという行動が基本
です。しかし、その支配の仕方は無理矢理、ガツガツといった風ではなく、優雅に
、優しく、そしてちょっとだけ威圧的に迫るという行動です。相手の意見は聞いて
も聞いている振りだけで、実際はまったく、意に介さないことが多く、実は覚えて
いません。つまり、表面とは違って、異性を自由にコントロールしたい、そして物
事を独裁的に決定しようとする欲求があるのが欠点です。

■老年期の性行動
冠帯
正義感と責任感が比較的強く、異性に対しても堂々と対等につきあう傾向があり
ます。堂々と対等なレベルでつきあえないような異性には関心を持ちません。逆に
、自分より立場や社会的地位が弱い異性の場合は、自分がボスになったような感じ
で、徹底してサポートしたくなります。欠点は、異性に対し、少々堅苦しいことと
、見下すような気持ちがあるため、素直に謝れないことです。異性に対しては、気
品良く接し、オシャレですので、第一印象で嫌われることはないでしょう。貞操観
念はある方ですから、結婚後は比較的異性に関しては、浮ついた心を持ちません。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による結婚決断のリズム
石川遼 1991/9/17

性情：鉄型

四柱推命のリズムは、印→比劫→食傷→財→官 と順番に変わっていきますが、
どれが良いとか悪いといった理論はありません。それぞれの運のリズムにあっ
た出会いと結婚の仕方があるので、自分にあったものを選べば良いのです。

周囲から急かされて結婚する時のリズム
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グラフの上であればあるほど、このリズムのエネルギー指数が高いということです。

・周囲から急かされて結婚になる時
グラフの上の時期は、別名「独立運」とも言います。つまり、とにかく活力がみ
なぎる時ですから、他人との競争や、他社との戦いにファイトを燃やせる時です。
つまり、同僚や友人が結婚していくと、自分だけが取り残された気持ちになってし
まい、焦ってとにかく、結婚を急いでしまう時です。また、上司や親戚などが、縁
談を持ってきてくれれば、これ幸いと、その縁談に飛びついて、周囲の言うままに
、結婚にゴールインしてしまう時です。そして、この時期に結婚すると、家庭生活
を出発してみて、こんなはずではなかったと思うことがあるのです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による結婚決断のリズム
石川遼 1991/9/17

性情：鉄型

四柱推命のリズムは、印→比劫→食傷→財→官 と順番に変わっていきますが、
どれが良いとか悪いといった理論はありません。それぞれの運のリズムにあっ
た出会いと結婚の仕方があるので、自分にあったものを選べば良いのです。

自分が相手を積極的に攻撃して結婚する時のリズム
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グラフの上であればあるほど、このリズムのエネルギー指数が高いということです。

・自分から積極的に相手を攻めて結婚する時
グラフの上の方は、別名「支配運」ともいいます。つまり、他人や社会や市場を
支配したいと思う時です。つまり、いつもよりも、人が実は欲しいと思っているも
のや、人が受けたいサービスの内容にピンとくるのです。ですから、○○という戦
略で、○○というアプローチを行動すれば、相手を支配でき、その結果、結婚でき
るという時期なのです。結果として、冷静に結婚までの過程を順に踏んでいきます
ので、良い結婚になるる可能性が高いのです。あくまでも、自分が主体となる結婚
であって、相手を完全に主管できることが前提です。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による結婚決断のリズム
石川遼 1991/9/17

性情：鉄型

四柱推命のリズムは、印→比劫→食傷→財→官 と順番に変わっていきますが、
どれが良いとか悪いといった理論はありません。それぞれの運のリズムにあっ
た出会いと結婚の仕方があるので、自分にあったものを選べば良いのです。

相手から攻撃されて結婚する時のリズム
10
9
8
7
6
5
4
3
2
18才 20才 22才 24才 26才 28才 30才 32才 34才 36才 38才 40才 42才 44才 46才 48才 50才 52才

グラフの上であればあるほど、このリズムのエネルギー指数が高いということです。

・相手から積極的に攻められて結婚する時
グラフの上の方は、別名「管理運」といいます。つまり、ある一定の組織の中で
、その上司から、いつもよりも難しい仕事や大きな仕事を任せられ、自分の骨と肉
体を削って管理されながら仕事をせざるを得ない時期のことをいいます。つまり、
結婚においても、目上や上司の紹介で、仕方なく結婚しないといけないことになり
ます。または、職場で年上の人から強引にプロポーズされて結婚に至ることが多い
時期です。この時期の結婚は、相手が良い人であれば問題ありませんが、相手が良
い人でない場合は、結婚に失敗することが多いのです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

四柱推命による結婚決断のリズム
石川遼 1991/9/17

性情：鉄型

四柱推命のリズムは、印→比劫→食傷→財→官 と順番に変わっていきますが、
どれが良いとか悪いといった理論はありません。それぞれの運のリズムにあっ
た出会いと結婚の仕方があるので、自分にあったものを選べば良いのです。

ロマンを夢見て結婚する時のリズム
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18才 20才 22才 24才 26才 28才 30才 32才 34才 36才 38才 40才 42才 44才 46才 48才 50才 52才

グラフの上であればあるほど、このリズムのエネルギー指数が高いということです。

・ロマンを夢見て結婚する時のリズム
グラフの上の方は、別名「好奇心運」ともいいます。つまり、メリットがあるか
どうかはともかく、右脳的、宗教的な発想で、ピンときて、ユニークで面白いもの
であったら、飛びついてしまい、行動する時期です。この時期は、普段は思いもつ
かないような出会いがある時期です。つまり、通常の生活では、出会うことがない
ような人と出会い、そして、自分とは異質の相手に、ロマンを感じ、好奇心を感じ
、そしてそのまま夢見心地で結婚まで至ることが多いのです。結婚してみて、金銭
的な問題、生活設計の問題など現実の問題が出てくるので要注意です。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

オリジナル開運カレンダー

制作編集 「天地人の運勢鑑定」主宰

スターフォーチュン

深川

宝琉

石川遼 1991/9/17 満 18才

2010年度 1月度の開運暦
年の干支

己丑

年支‑冲

月の干支

丁丑

年支‑冲
今月の運勢概要

命式

清く正しく美しく、社会的なルールに従って誠実に決められていることを正確にやり遂げていくときで
す。周囲からの評価が、品行方正の見本のような人と言われるくらいで丁度良いときです。間違って
も、ワイロや裏金、伝票のごまかしといった不正なことはしてはいけないときです。あまり几帳面すぎ
ると冷たい印象を与えてしまうので、すこし手をぬくくらいで丁度良いくらいです。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

金

辛亥 劫財

病

日支-合

冲害刑合

一心不乱も一休み

内容

02

土

壬子 食神

死

月支-破年支-害

油断と余裕の日

03

日

癸丑 傷官

墓

年支-冲

出る釘は打たれるかもしれない

04

月

甲寅 偏財

絶

05

火

乙卯 正財

胎

月支-冲

巻いた種が実って収穫するような雰囲気

06

水

養

月支-合

安定性よりも動揺と改革性が望まれる予感

07

木

丙辰 偏官
丁巳 正官

長生

日支-刑

運があなたに働きかけるので緊張感をもって過ごすこと

08

金

戊午 偏印

沐浴

年支-合

活動を停止しじっくりと反省するとき

09

土

己未 印綬

冠帯

10

日

庚申 比肩

建禄

11

月

辛酉 劫財

帝旺

月支-刑

無我夢中も一休み

12

火

壬戌 食神

衰

月支-害年支-刑

食欲旺盛で緩慢になってしまう

13

水

癸亥 傷官

病

日支-合

方針は明白だが具現化は未定

14

木

甲子 偏財

死

月支-破年支-害

水を得た魚のごとく調子が良くなる

15

金

乙丑 正財

墓

年支-冲

16

土

丙寅 偏官

絶

17

日

丁卯 正官

胎

月支-冲

環境の変化に対応していくと発展につながるとき

18

月

戊辰 偏印

養

月支-合

自分から積極的に働きかけないほうが良い

19

火

己巳 印綬

長生

日支-刑

ものごとを探求すると新しい発見をするとき

20

水

庚午 比肩

沐浴

年支-合

勇気と決断と断行

21

木

辛未 劫財

冠帯

22

金

壬申 食神

建禄

日支-冲

全てを受け入れる器がある

23

土

癸酉 傷官

帝旺

月支-刑

無理を通すと不和を生じる

24

日

甲戌 偏財

衰

月支-害年支-刑

社会と積極的に触れ合うと良い

25

月

乙亥 正財

病

日支-合

整理整頓、計算づくで行動すると良い

26

火

死

月支-破年支-害

運があなたに働きかけ、結果として変化をうながす

27

墓

年支-冲

環境が自分の方針に合わせてくれる予感

目下や年少者に対し温かく教えを授けると良い
日支-冲

自我への目覚めと周囲からの脱皮

分散していたことがまとまりかける予感
不安と迷いの中から変化と革新性が表れる雰囲気

座っていても儲かる話しに飛びつきやすい

水

丙子 偏官
丁丑 正官

28

木

戊寅 偏印

絶

29

金

己卯 印綬

胎

月支-冲

哲学と宗教中心に生活をすること

30

土

庚辰 比肩

養

月支-合

頭脳よりも足を使って前進

31

日

辛巳 劫財

長生

日支-刑

効率的な動きができない

周囲との関わり合いの中で自己を確立すること
自己中心の考えかたになりそうだから要注意

今月の金運
社会や会社や組織から、あなたに対してなんらかの働きかけがあるときです。
それをガッチリと受け止めて、環境の変化に主導権を持ち、緊張して動いて
いくとお金につながっていくときです。地位の変化、部署の変化、仕事の変
化、取引先の変化、社会の変化、全てに対しあなたが主導権をもってやって
いくとやがてお金になってきます。決して、自分の考えを無理に組織に押し
付けたり、目上に押し付けたりしてはいけません。自己中心になるとこの月は
散財するはずです。

今月の愛情運
自分から積極的に行動しなくても、運の方から、異性運や新しい出会いをしか
けてくる月となります。しかも、周囲からも認められるような出会いが多く、ハッ
ピーエンドに終わることが多いのですが、相手の方が上の立場になりやすい
傾向があります。つまり、あなたが相手に合わせていくという姿勢が必要になる
のです。異性との出会いがない場合は、仕事との出会いとなって表れてきます
ので、遊ぶ暇がないほど忙しくなりそうです。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼 1991/9/17 満 18才

2010年度 2月度の開運暦
年の干支

庚寅

月の干支

戊寅
今月の運勢概要

命式

組織や自分を束縛しているものから脱皮して自由な発想で考えるときです。新しいことに関心がいけ
ば、即刻飛びつくのも悪くはありません。このムラ気は頭の回転が良すぎるところから来るものですか
ら、気にしないで波乱に満ちたときを楽しむ位の余裕が必要です。しかし、お金の使い方だけは乱
暴になり過ぎないように注意が必要です。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

月

壬午 食神

沐浴

02

火

癸未 傷官

冠帯

03

水

甲申 偏財

建禄

日支-冲

他人の意見に軽々しく迎合しないこと

04

木

乙酉 正財

帝旺

月支-刑

環境の変化に反応せず、のんびりと過ごす日

05

金

丙戌 偏官

衰

月支-害年支-刑

現状に満足して淡々と過ごしていくとき

06

土

病

日支-合

ロマンチックに童話めいたときを過ごす日

07

日

丁亥 正官
戊子 偏印

死

月支-破年支-害

心にもないお世辞や社交辞令は言わないこと

08

月

己丑 印綬

墓

年支-冲

電卓を片手に数字に厳密であるとき

09

火

庚寅 比肩

絶

10

水

辛卯 劫財

胎

11

木

壬辰 食神

養

月支-合

人の気持ちを察して人のために行動しよう

12

金

癸巳 傷官

長生

日支-刑

合理的に物事を片付けられる

13

土

甲午 偏財

沐浴

年支-合

目移りばかりして何をやったのがわからなくなる日

14

日

乙未 正財

冠帯

15

月

丙申 偏官

建禄

日支-冲

協力者がなくても前進していくこと

16

火

丁酉 正官

帝旺

月支-刑

周囲からの援助をあてにしないでやっていくとき

17

水

戊戌 偏印

衰

月支-害年支-刑

今まで通りの生活で満足した方が良いとき

18

木

己亥 印綬

病

日支-合

利益にからまない交友を深めると良い

19

金

庚子 比肩

死

月支-破年支-害

目の前の仕事をテキパキと片付けていこう

20

土

辛丑 劫財

墓

年支-冲

目下の人には愛情をもって接すること

21

日

壬寅 食神

絶

22

月

癸卯 傷官

胎

月支-冲

新しい企画をたててみると良い

23

火

甲辰 偏財

養

月支-合

周囲のゴタゴタを調節していこう

24

水

乙巳 正財

長生

日支-刑

ウソも方便で物事を適当に片付けていく傾向が見られる

25

木

丙午 偏官

沐浴

年支-合

あれもこれも気になることは皆やってみること

26

金

冠帯

27

土

丁未 正官
戊申 偏印

日

己酉 印綬

28

冲害刑合
年支-合

内容
絶えず頭を働かしているため落ち着きがなくなる
目上に対して臆病になってしまうかもしれない

秘密をすべて公開していくと良いとき
月支-冲

孤独にならないような環境を求めていく日

恥をかいても信念を貫き通していくのが良い

昨日までのことを全部ひっくり返すことがある

腹黒い人物から利用されないように注意

建禄

日支-冲

損得に関係なく邁進していくと良い

帝旺

月支-刑

自分にふさわしい環境を目指して立ち上がるとき

今月の金運
組織や会社や社会から縁が遠くなってしまうので、商売で金運に出会うチャ
ンスはありません。今までのやり方でやって７０パーセント程度うまくいけばそ
れで満足したほうがよいときなのです。むしろ、デスクワークを中心にして、新
しい企画や情報を収集したり、新しい顧客や取引先を訪問したりして、人と接
しながら何か新しいアイデアや次のビジネスの種になるようなものをつかむと
きです。お金は、投資や設備の買い替えなどに使わず、最小の出費で済む
ように倹約することです。

今月の愛情運
共同生活している家族、特に母親的な立場の人と、その子供との人間関係
に、なにかしらゴタゴタがおきそうです。または、今まで自分を育ててくれた恩
師との間に、変化があらわれます。どんな形になってあわられるかは、不明で
すが、旅行やレジャーや出張先の飲み屋といった場所が、そのきっかけにな
る可能性があります。異性と出会うとしたら、そういういつもとは違った環境に
自分をおいているときです。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼 1991/9/17 満 18才

2010年度 3月度の開運暦
年の干支

庚寅

月の干支

己卯

月支‑冲
今月の運勢概要

命式

デスクワークに集中するときです。本を読み、情報をＷｅｂから集め、人と接しながら頭脳を回転させ
て、新しいアイデアなどを生み出すときです。しかし、実行と決断のときではありません。あくまでも、
頭の中だけにとどめて、アイデアを確実なものにしていく時期です。やがて、このアイデアが実を結
ぶときがきます。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

月

庚戌 比肩

衰

月支-害年支-刑

冲害刑合

家族との心の距離ができるかも

内容

02

火

辛亥 劫財

病

日支-合

病気や事故に注意

03

水

壬子 食神

死

月支-破年支-害

社会を甘く見ると失敗しやすい

04

木

癸丑 傷官

墓

年支-冲

長いものには巻かれたくないという気持ち

05

金

甲寅 偏財

絶

06

土

胎

07

日

乙卯 正財
丙辰 偏官

養

月支-合

異性や目上から説得されたり、口説かれる予感

08

月

丁巳 正官

長生

日支-刑

相手や目上に合わせていくことで信用を得られる

09

火

戊午 偏印

沐浴

年支-合

もの思いにふけり解決がつかないで悩むとき

10

水

己未 印綬

冠帯

11

木

庚申 比肩

建禄

日支-冲

異性と精神的な交わりのとき

12

金

辛酉 劫財

帝旺

月支-刑

人間関係が広がり友好を深めめよう

13

土

壬戌 食神

衰

月支-害年支-刑

身の回りの盗難に注意

14

日

癸亥 傷官

病

日支-合

切れ味の鋭い言葉と刃物に注意

15

月

甲子 偏財

死

月支-破年支-害

お金は使うために儲ける日

16

火

乙丑 正財

墓

年支-冲

待っているだけではチャンスはこないとき

17

水

丙寅 偏官

絶

18

木

丁卯 正官

胎

月支-冲

ものごとが完成に向かい終結する

19

金

戊辰 偏印

養

月支-合

目下や年少者に対しおおらかに接すると良い

20

土

己巳 印綬

長生

日支-刑

再出発のために思索、思考を中心に閉鎖的に過ごすとき

21

日

庚午 比肩

沐浴

年支-合

大胆に強気で行動して良いとき

22

月

辛未 劫財

冠帯

23

火

壬申 食神

建禄

日支-冲

心に余裕ができてホットした１日となる

24

水

癸酉 傷官

帝旺

月支-刑

センサーが研ぎ澄まされ言葉がキツくなってしまう

25

木

甲戌 偏財

衰

月支-害年支-刑

今までの計画してきたことを強引に実行する日

26

金

病

日支-合

心情が安定し石橋をたたいて渡るようなとき

27

狙った異性を獲得できる日
月支-冲

あなたが働きかけることを待っている人がいる

お金の元になるものを失うかもしれない

無理な要望や依頼を受けることがある

いつもよりもお金がでていくとき

土

乙亥 正財
丙子 偏官

死

月支-破年支-害

他人から動かされたり、他人を動かしたり活動的になる日

28

日

丁丑 正官

墓

年支-冲

今までのことが結実し社会的評価を得られるチャンス

29

月

戊寅 偏印

絶

30

火

己卯 印綬

胎

月支-冲

今までの苦労が実り人気と名誉が得られる

31

水

庚辰 比肩

養

月支-合

人との競争に負けたくないという気持ちが重要

目の前の問題解決がどうしてもできなくなる憂鬱なとき

今月の金運
組織や会社や社会から縁が遠くなってしまうので、商売で金運に出会うチャ
ンスはありません。そういった仕事や商売といった世俗のことよりも、あなたの
心の成長と完成をしていくときです。すなわち、お金は、宗教や学問、セミ
ナー、旅行といった自分自身の精神性を高めるために使うと、将来的にはそ
れが財運となって実る場合もあるでしょう。ビジネスをする場合も、方針だけを
決定したら、戦略や実行までは進めないことです。

今月の愛情運
浮かれて出歩くような年ではありませんので、新しい異性との出会いなどはな
いでしょう。家族の中では、母親的な立場の人とその子供との縁が深くなるとき
です。または、自分を育ててくれた恩師との関係が深くなるときです。人に甘え
たくなりますので、あなたにお金をくれたり豪華な品物をプレゼントしてくれる
人を待っているような雰囲気もありますが、そんなステキな出会いは、あまり期
待しないことです。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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2010年度 4月度の開運暦
年の干支

庚寅

月の干支

庚辰

月支‑合
今月の運勢概要

命式

今月はいつも以上に気を引き締めて競争の激しい世界に自分を置くことです。人に負けたくないと
いう気持ちが強くなるときですので、競争相手と競争しながら自分を成長させていくときです。人にあ
れこれ指図を受ける前に、どんどん前に進んでいきましょう。計算づくで行動するのではなく信念で
行動していくと良い結果が得られます。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

木

辛巳 劫財

長生

日支-刑

冲害刑合

独力でやるのではなく組織の一員としてやっていくこと

内容

02

金

壬午 食神

沐浴

年支-合

異性への接し方は細心の注意を払うこと

03

土

癸未 傷官

冠帯

04

日

甲申 偏財

建禄

日支-冲

左脳的な仕事はうまくいきます

05

月

乙酉 正財

帝旺

月支-刑

とにかく前に進んで何かをつかむとき

06

火

衰

月支-害年支-刑

目立たなくても良いからコツコツと仕事をすること

07

水

丙戌 偏官
丁亥 正官

病

日支-合

現実を避けて空想的な世界を楽しむとき

08

木

戊子 偏印

死

月支-破年支-害

人の世話は積極的に買ってでよう

09

金

己丑 印綬

墓

年支-冲

目上の人からの依頼ごとは受けて立とう

10

土

庚寅 比肩

絶

11

日

辛卯 劫財

胎

月支-冲

束縛される環境からは離脱して吉

12

月

壬辰 食神

養

月支-合

笑顔を絶やさないで人と接して吉

13

火

癸巳 傷官

長生

日支-刑

周囲の協力や友人のサポートで発展が期待できる

14

水

甲午 偏財

沐浴

年支-合

目新しいこと興味がそそられることに手を出していこう

15

木

乙未 正財

冠帯

16

金

丙申 偏官

建禄

日支-冲

何事も完全主義で一点のスキもなく抜かりなく行動できる日

17

土

丁酉 正官

帝旺

月支-刑

自信たっぷりに人を従わせて自分の道を邁進する

18

日

戊戌 偏印

衰

月支-害年支-刑

ちょっと疲れている場合は休息も必要

19

月

己亥 印綬

病

日支-合

人間関係で気苦労が絶えない

20

火

庚子 比肩

死

月支-破年支-害

組織全体が硬直してしまうかもしれない

21

水

辛丑 劫財

墓

年支-冲

新しい旅立ちに向けて力を蓄えるとき

22

木

壬寅 食神

絶

23

金

癸卯 傷官

胎

月支-冲

新しい出会いや仕事にめぐり合える

24

土

甲辰 偏財

養

月支-合

この日からプラスへ転換

25

日

乙巳 正財

長生

日支-刑

ある程度は強く自分を自己主張して、パワフルにやって吉

26

月

沐浴

年支-合

未知なるもの、流行のもの、異端のものにも関心をもっていこう

27

一歩一歩間違いなく確実に物事を達成していく日

だんだんと成功する形が見えてきそう

周囲が驚くような発言をしてしまうかもしれない

キチンとした身なりをして姿勢を正してカッコ良く振舞うとき

これまでの蓄積があるものだけは切り抜けられる

火

丙午 偏官
丁未 正官

28

水

戊申 偏印

建禄

日支-冲

29

木

己酉 印綬

帝旺

月支-刑

最強の運気。しかし急ぎすぎずゆったりと前進して吉となる

30

金

庚戌 比肩

衰

月支-害年支-刑

決して慌てずに落ち着いて沈着冷静に物事を処理する日

中に閉じこもっていないでオシャレをして外を歩く日

冠帯

今月の金運
なんとなく活発的に行動したくなるときですから、出費は間違いなく増えていく
ことでしょう。しかし、この出費を将来への投資と割り切って、使ったお金の一
部でも実を結べば良いという考えでお金を使うと無駄にはなりません。やりた
いことがあれば、それがたとえ間違ったものと非難されても、お金を使って
やってみることです。失敗もまた、将来の金運アップのための布石となるので
すから。ただし、思い切って一度に使うお金は、毎月の収入の３倍程度のお
金に抑えておくことです。

今月の愛情運
これまで親しくしていた異性や仲間があなたから離れていくかもしれないとき。
でも、その別れは相手の成長の証しとして理解すべきです。また、異性が自分
にあわせてくれないと言って不満を持つかもしれませんが、それはあなたが、
異性の気持ちを充分にくみとっていない証拠です。十分に相手との心の交流
が普段からできている場合は、強烈な離別はありませんが、なにかしらの離別
はあると覚悟だけはしておきましょう。好みの異性と出会ったら、即刻ゲットした
くなるときですが、慎重に…。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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2010年度 5月度の開運暦
年の干支

庚寅

月の干支

辛巳

日支‑刑
今月の運勢概要

命式

今まで蓄えてきたノウハウが奪われたり、あるいは自分が奪ってきたりと穏やかではいられない時期
です。人当たりは良く、ソフトな印象を与えておいて、知らぬまに自分が得するように相手を料理して
いきましょう。お金の動きも激しく心が落ち着かない日々がつづくかもしれませんが、そういうときこそ
良き理解者、パートナーが必要となるのです。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

土

辛亥 劫財

病

日支-合

冲害刑合

一人よりも二人で思い切った行動をして吉

内容

02

日

壬子 食神

死

月支-破年支-害

安定した穏やかな心情で無理をしないこと

03

月

癸丑 傷官

墓

年支-冲

好き嫌いがハッキリしてしまいケンカになることも

04

火

甲寅 偏財

絶

05

水

乙卯 正財

胎

月支-冲

規則正しく真面目な態度で人に接するとよい

06

木

養

月支-合

何事もスピーディに行動し即断即決していくと良い

07

金

丙辰 偏官
丁巳 正官

長生

日支-刑

一匹狼で行動するのではなく組織の一員として行動して吉

08

土

戊午 偏印

沐浴

年支-合

今までとは違った何かがありそう。破壊と創造。

09

日

己未 印綬

冠帯

10

月

庚申 比肩

建禄

11

火

辛酉 劫財

帝旺

月支-刑

相手の心情を無視して勝手に行動しやすい

12

水

壬戌 食神

衰

月支-害年支-刑

自然の摂理に身をまかせ無理においかけないこと

13

木

癸亥 傷官

病

日支-合

心を許せる人だけと交わっていくのが良いとき

14

金

甲子 偏財

死

月支-破年支-害

人からの支援を待つよりも自分が人を支援すること

15

土

乙丑 正財

墓

年支-冲

16

日

丙寅 偏官

絶

17

月

丁卯 正官

胎

月支-冲

成功は組織や周囲の協力なくしてはないと自覚すること

18

火

戊辰 偏印

養

月支-合

新しいことに関心を持ち、それをおいかけていくこと

19

水

己巳 印綬

長生

日支-刑

明日への準備のため学習、研究、情報収集につとめること

20

木

庚午 比肩

沐浴

年支-合

自分の主義主張を押し通す気持ちで開運

21

金

辛未 劫財

冠帯

22

土

壬申 食神

建禄

日支-冲

アイデアが次々に浮かびそれをメモすると良い

23

日

癸酉 傷官

帝旺

月支-刑

こだわりのある趣味や世界に没頭してしまう

24

月

甲戌 偏財

衰

月支-害年支-刑

お金はどんどん投資してやりたいことをやること

25

火

乙亥 正財

病

日支-合

お金は大胆に使わないで倹約気味に使って丁度良い

26

水

死

月支-破年支-害

壁にぶち当たったら逃げないで真正面から戦うこと

27

墓

年支-冲

人のためになるようなことを実行して周囲から感謝される

過去を振り返り、安堵感を感じ休息して良い日
日支-冲

周囲から独立して飛び立つ気持ちが重要

目の前の問題や課題を着実に解決していくこと
計画をしていることがあればどんどん遂行していくこと

お金を貯めるよりも積極的に使って楽しもう

木

丙子 偏官
丁丑 正官

28

金

戊寅 偏印

絶

29

土

己卯 印綬

胎

月支-冲

大きな決断は先延ばしにして、今日はじっくりと考えるとき

30

日

庚辰 比肩

養

月支-合

他人への攻撃はほどほどにすると良いとき

31

月

辛巳 劫財

長生

日支-刑

無駄なお金が出て行ってもおおらかであろう

品性を保ち不義なることや不正を憎む正義の心情を持って吉
迷いやすく雲の中を歩いているような感じ。決断事項は先へ

今月の金運
仕事上の損失が起こりやすく、やむを得ずお金が出て行くことがあります。具
体的には、不渡りをつかまされたり、盗難にあったりと普段では考えられない
ことが起きやすくなります。だからといって、積極的に打開策を打ち立てるかと
いうと、そういうときでもなく、保守的に損害を最小に抑えるくらいの気持ちで
対応していくほうが良さそうです。一見すると無駄金のように思われることもあ
りますが、それで人間関係が壊れないのであれば、無駄金ではなくなります。

今月の愛情運
共同生活をしている家族にたいして、なんとなく投げやりになってしまうときで
すから、愛情をかけてあげることができないときです。ですから、ちょっとした感
情のもつれから、大きな争いにまで一気に発展することがあります。家に居る
よりも、外でうっぷんを晴らすという行動をとりたがるので、危ない異性関係をも
ちやすくなります。しかし、お互いが同じ程度の実力と地位であれば、同志的
なつながりで発展的な異性関係が期待できるかもしれません。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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2010年度 6月度の開運暦
年の干支

庚寅

月の干支

壬午

年支‑合
今月の運勢概要

命式

特に頑張ったわけでもないのに、苦労したわけでもないのに不思議と生活に必要なお金や万物に
困ることはないようです。豊かな感性と包容力で相手を良い気持ちにさせて、話法でもって自分の陣
営に引き込むのが良いときです。しかし、このあと継続したつきあいをするためには、相応の努力と
投資をしなければならないことは言うまでもありません。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

火

壬午 食神

沐浴

冲害刑合

02

水

癸未 傷官

冠帯

03

木

甲申 偏財

建禄

日支-冲

現実的に行動し対応できますが、少しロマンも持っていこう

04

金

乙酉 正財

帝旺

月支-刑

エネルギーを発散する場所がないとストレスが溜まる一方

05

土

丙戌 偏官

衰

月支-害年支-刑

人に先行されても気にせず結果をみてからスタートして吉

06

日

病

日支-合

妙に直感が働くので将来を心配しすぎてしまう日

07

月

丁亥 正官
戊子 偏印

死

月支-破年支-害

全ての動きを停止して静寂の世界で１日を過ごすと良い

08

火

己丑 印綬

墓

年支-冲

一つのことにのめり込んでしまい周囲が分からなくなる

09

水

庚寅 比肩

絶

10

木

辛卯 劫財

胎

11

金

壬辰 食神

養

月支-合

心を清く持ち無防備で過ごすと幸運をつかめる

12

土

癸巳 傷官

長生

日支-刑

常識や周囲に波乱を起こさない程度に活動していこう

13

日

甲午 偏財

沐浴

年支-合

フェロモンを発散し未知の異性との触れ合いがあるかもしれない

14

月

乙未 正財

冠帯

15

火

丙申 偏官

建禄

日支-冲

人にあわせることができず、自分についてこいとなりがち

16

水

丁酉 正官

帝旺

月支-刑

上昇志向は良いのですがこれ以上はないという限界を知ること

17

木

戊戌 偏印

衰

月支-害年支-刑

リーダーの立場になるのを避け、縁の下の力持ちに徹する

18

金

己亥 印綬

病

日支-合

いつもよりも気になることが沢山でてきて疲れるかも

19

土

庚子 比肩

死

月支-破年支-害

取り越し苦労ばかりをしてしまう日

20

日

辛丑 劫財

墓

年支-冲

合理的にお金を使い、無駄がまったくないとき

21

月

壬寅 食神

絶

22

火

癸卯 傷官

胎

月支-冲

人の物真似をせず独自で考えてやりとげよう

23

水

甲辰 偏財

養

月支-合

決していそがず、おっとりと過ごして吉

24

木

乙巳 正財

長生

日支-刑

相手の立場を考えながら、裏方で目上を支えるとき

25

金

丙午 偏官

沐浴

年支-合

目標達成が難しいと見れば即刻あきらめてしまうかも

26

土

冠帯

27

年支-合

内容
感性が豊かになるので笑ったり泣いたり怒ったりしやすくなります
ストレートに感情を表現し熱っぽく猛進しても良い

魂が肉体から抜け出してしまうような霊感が鋭いとき
月支-冲

臨機応変に変化に対応し乗り越えていくとき

ワンマンになりがちですから人の意見にも耳を傾けること

現実生活の問題を片付けないで宇宙空間に気持ちがいっている

日

丁未 正官
戊申 偏印

メンツやプライドなど他人からの評価にこだわるとダメ

建禄

日支-冲

気合を入れて、他人にも厳しく、自分にも厳しくムチうつ

28

月

己酉 印綬

帝旺

月支-刑

目の前のことよりも１０年先を見て考える余裕をもつこと

29

火

庚戌 比肩

衰

月支-害年支-刑

来る者は拒まずの精神でいると実りが大きくなります

30

水

辛亥 劫財

病

日支-合

現実を無視して空想の世界に入ってしまうかも

今月の金運
社会に対し警戒心がゆるむときですから、なんとなくお金をダラダラと使ってし
まい、これといって集中して仕事をなしとげるときではないので、大きなお金を
得ることは難しいでしょう。逆に、心のゆるみから、スキをつかれたりして、出て
行かなくてもよいお金が出ていってしまうときです。しかし、それでお金に不自
由して生活に困るということはなく、楽しく生活していくぶんくらいのお金には
ことかかないでしょう。仕事のミスをしやすくなり、それが原因で散財すること
がありそうです。

今月の愛情運
いつもよりも愛情を積極的に開放していくときですから、異性に対してもフェロ
モンを放出しています。ですから、ロマンスが生まれる可能性がありますが、そ
の動機は遊びでありレジャーであることが多く、真剣に人生のパートナーとし
て異性を見ていることは少ないのです。とくに、心がさびしいときなどは、温か
く迎え入れてくれる異性に出会ってしまうとのめり込むのは早そうです。異性と
の出会いがない場合は、家族と一緒に趣味や食事や遊びなどをして思い出
をつくる月となるでしょう。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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2010年度 7月度の開運暦
年の干支

庚寅

月の干支

癸未
今月の運勢概要

命式

感性と神経が敏感になっていますので、人が気がつかないことに気がついてしまい、孤独に真理を
探究する学者のような心情を味わいます。無理に周囲の考えや常識に合わせないで、確信のあるこ
とについては我が道を行くというくらいの覚悟でいった方がよいときです。自分の発想についてこれ
ない相手とは付き合う必要もないときです。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

木

壬子 食神

死

月支-破年支-害

冲害刑合

人に対し積極的に話しかける機会を持つこと

内容

02

金

癸丑 傷官

墓

年支-冲

左脳がいつもより回転し鋭い頭脳を発揮し精進する

03

土

甲寅 偏財

絶

04

日

乙卯 正財

胎

月支-冲

冒険をするよりも今までの積み重ねでやっていくこと

05

月

丙辰 偏官

養

月支-合

動きたいことがあればどんどん動いて挑戦すること

06

火

長生

日支-刑

目上からの指示や命令には素直に従うとき

07

水

丁巳 正官
戊午 偏印

沐浴

年支-合

08

木

己未 印綬

冠帯

09

金

庚申 比肩

建禄

日支-冲

今までのシガラミから脱出できるとき

10

土

辛酉 劫財

帝旺

月支-刑

仕事上では組織全体のトラブルが発生しそう

11

日

壬戌 食神

衰

月支-害年支-刑

仕事だけでなく趣味や遊びにも関心をもって吉

12

月

癸亥 傷官

病

日支-合

今まで解明できなかった研究課題がヒラメキで解決

13

火

甲子 偏財

死

月支-破年支-害

人・金・モノ全てをダイナミックに動かして吉

14

水

乙丑 正財

墓

年支-冲

新しいことに着手する場合は慎重にするとき

15

木

丙寅 偏官

絶

16

金

丁卯 正官

胎

月支-冲

自分の主義や主張は呑み込んで他人にあわせていくとき

17

土

戊辰 偏印

養

月支-合

今までの仕事内容に不満を感じ、新しいヒラメキがある

18

日

己巳 印綬

長生

日支-刑

愛情をもって他人に接し、目下に慈しみを投げかけよう

19

月

庚午 比肩

沐浴

年支-合

転職、移動、分離など動きを活発にするとき

20

火

辛未 劫財

冠帯

21

水

壬申 食神

建禄

日支-冲

思わね副収入の道が見つかったりします

22

木

癸酉 傷官

帝旺

月支-刑

自分の考えや主張を積極的にＯＰＥＮにしていこう

23

金

甲戌 偏財

衰

月支-害年支-刑

現実にあわせて自分の主義主張も微調整をすること

24

土

乙亥 正財

病

日支-合

自分が目立つよりも縁の下の力持ちに徹するとよい

25

日

丙子 偏官

死

月支-破年支-害

目上から無理な指示をされたり難題を任せられたりするかも

26

月

墓

年支-冲

全ての行動に責任のある対応を心がけること

27

商売の拡大や新しい顧客を獲得するための無理は禁物です

計算づくで行動し打算的なつきあいをすることも

不安と停滞を乗り越え、勇気をもって前に一歩進むとき
試験や学問など知的な出来事には積極的にチャレンジして吉

頭で考えるよりもやってみて失敗から学ぶと良い

心も体もヘトヘトになってしまいそう

火

丁丑 正官
戊寅 偏印

28

水

己卯 印綬

胎

月支-冲

29

木

庚辰 比肩

養

月支-合

お金はいつもよりも出ていきます

30

金

辛巳 劫財

長生

日支-刑

お金の損失よりも友人の損失に気をつけよう

31

土

壬午 食神

沐浴

年支-合

体調は良いのですが食べすぎに注意

思いつきだけで行動するのではなく、じっくり研究すること

絶

今月の金運
自己主張が激しく、鋭くなるので、会社内で紛争があったり、事故があったり、
辞表を出したり、リストラをしたり、されたりと穏やかではないときですから、金
運はあるときではありません。むしろ、最悪の事態になり、自宅の差し押さえと
いったことさえあります。しかし、こういう作用は全て組織の中での問題から発
生しますから、組織から脱皮して自由業的にやっている分には、かえって技
能が認められて小金が入っていることもあります。

今月の愛情運
人が自分の思い通りにならないので、イライラすることが多くなり、共同生活を
している人に対しては、暴言を吐いたり、傷つけたりしやすくなります。相手の
立場にあわせた対応ができず、ワガママを押し付けてしまい、相手から別れを
つきつけられることもあるでしょう。温かい心がもてないときですから、なるべく
なら同僚や異性と接する機会を減らすか、真剣に接することを避けましょう。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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2010年度 8月度の開運暦
年の干支

庚寅

月の干支

甲申

日支‑冲
今月の運勢概要

命式

人様が欲しがっているサービスやモノをキャッチすることができるときです。それをネタに商売へと発
展させていくチャンスの到来です。知識や経験、それに商才を加えて人がやらないことに着手し、忙
しく動き回って基盤を築いていくときです。自分１人の力では限界がくるので、人を育てるための投
資は惜しまないように。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

日

癸未 傷官

冠帯

冲害刑合

内容

02

月

甲申 偏財

建禄

日支-冲

仕事も交友関係もスキのない完全な理想を求めてしまう

03

火

乙酉 正財

帝旺

月支-刑

自分の言うことに対し素直に従ってくれる人と出会う可能性

04

水

丙戌 偏官

衰

月支-害年支-刑

飛びつかないといけないチャンスにも躊躇してしまう日

05

木

丁亥 正官

病

日支-合

人が考えつかないようなヒラメキがあります

06

金

死

月支-破年支-害

自然のままに訪れてきた運には対応していこう

07

土

戊子 偏印
己丑 印綬

墓

年支-冲

08

日

庚寅 比肩

絶

09

月

辛卯 劫財

胎

月支-冲

くるくると回転するものがこの日のポイント

10

火

壬辰 食神

養

月支-合

良い本、良い文化、良い友人と接するとよい

11

水

癸巳 傷官

長生

日支-刑

組織のトップに立つよりもナンバー２でいた方がよい

12

木

甲午 偏財

沐浴

年支-合

手当たり次第に出会う人と交友を深めたいと思う心

13

金

乙未 正財

冠帯

14

土

丙申 偏官

建禄

15

日

丁酉 正官

帝旺

月支-刑

自分のやりたいことに一生懸命で相手の好意に気がつかない日

16

月

戊戌 偏印

衰

月支-害年支-刑

落ち着いて遊び心のない人と出会う可能性

17

火

己亥 印綬

病

日支-合

失敗したときの言い訳を考えながら行動しがち

18

水

庚子 比肩

死

月支-破年支-害

自分からジタバタ動いてもうまくいかない

19

木

辛丑 劫財

墓

年支-冲

流行や時代の変化を気にせず黙々とやりたいとき

20

金

壬寅 食神

絶

21

土

癸卯 傷官

胎

月支-冲

マンネリを嫌い刺激的なモノを求めること

22

日

甲辰 偏財

養

月支-合

無理はせずに、長いものには巻かれてもよい

23

月

乙巳 正財

長生

日支-刑

賑やかな繁華街を歩くと良いことがありそう

24

火

丙午 偏官

沐浴

年支-合

自分の感情をコントロールしないと人から嫌われるかも

25

水

丁未 正官

冠帯

26

木

建禄

27

内面の美しさに気がつかないで外面だけの人に惹かれてしまう

執着心が強すぎて人から誤解され嫌われることも
自由な発想とヒラメキがあったらメモすること

相手の心情面をキチッと把握して、対応してあげること
日支-冲

多少のいい加減さはおおらかに見てあげないと相手が窮屈に思うだけ

極端にやりすぎたり、怠けたりする

感情をむき出しにして相手を傷つけてしまう可能性

金

戊申 偏印
己酉 印綬

日支-冲

自分が間違っていることを認めないと問題が大きくなる

帝旺

月支-刑

自分から頭を下げれば、まるく収まることも多い日

28

土

庚戌 比肩

衰

月支-害年支-刑

長くじっくりと付き合うことが幸せをもたらしてくれる

29

日

辛亥 劫財

病

日支-合

空想的でロマンチックな人と出会う予感

30

月

壬子 食神

死

月支-破年支-害

何もしないわりにはアレコレと心配してしまう日

31

火

癸丑 傷官

墓

年支-冲

一人ぼっちの行動よりも群れを作って行動するとき

今月の金運
どんどんと調子にのって拡大していくときですから、大金が入ってくるときで
す。すなわち、デスクワークでじっくりと企画を練ったり、思考するのではなく、
足であるいて積極的に前に出るときなのです。拡大すると、お金も入ってきま
すが、だからといって調子にのって改革や転換といったことまではやってはい
けないときです。改革や変化を無理にやっていくとお金が出ていく一方に
なってしまいます。お金は貯蓄よりも拡大のために使いましょう。

今月の愛情運
同性、異性と問わず、人とのかかわりあいが増えるときです。ですから、自分か
ら進んで異性を獲得しやすいときですし、相手もそれを望むことが多いので、
この時期の出会いは、自分のほうが相手よりも上の立場になりやすいのです。
しかし、本命をゲットしてもさらに新しい異性に目移りしそうです。共同生活をし
ている家族には、あまり目をむけることはなく、外へ外へと足が向かってしまい
ます。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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2010年度 9月度の開運暦
年の干支

庚寅

月の干支

乙酉

月支‑刑
今月の運勢概要

命式

決して急がずにマイペースでコツコツと実績とノウハウを蓄積していくときです。華やかさや注目度と
は無縁のときですが、確実に良い方向に向かって進むときです。汗して頑張った分だけ、信用と信
頼という財産が貯蓄できることでしょう。間違っても、この月は一発勝負で儲けようなどとは思わないこ
とです。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

水

甲寅 偏財

絶

冲害刑合

内容

02

木

乙卯 正財

胎

月支-冲

自然に周囲のリーダー的な役割を演じることができる

03

金

丙辰 偏官

養

月支-合

直情的になりすぎて人を傷つける可能性あり

04

土

丁巳 正官

長生

日支-刑

他人や環境からのプレッシャーを乗り越えていくとき

05

日

戊午 偏印

沐浴

年支-合

勉強、学習、研究、開発、アイデア、ヒラメキがキーワード

06

月

冠帯

07

火

己未 印綬
庚申 比肩

建禄

日支-冲

働きすぎと食べすぎに注意

08

水

辛酉 劫財

帝旺

月支-刑

目上と徹底して戦いたくなりますが、ほとほどに

09

木

壬戌 食神

衰

月支-害年支-刑

お世話になっている人にご馳走してあげると良い

10

金

癸亥 傷官

病

日支-合

自信のある分野を非難されると我慢できなくなる

11

土

甲子 偏財

死

月支-破年支-害

新しい出会いは一方的に相手を支配する形でスタート

12

日

乙丑 正財

墓

年支-冲

常識的な考えと行動はできるが殻を破ることはできない

13

月

丙寅 偏官

絶

14

火

丁卯 正官

胎

15

水

戊辰 偏印

養

月支-合

現場の仕事を人任せにしやすいがそれで失敗することも

16

木

己巳 印綬

長生

日支-刑

やさしい言葉に誘惑されやすいく墓穴を掘る可能性

17

金

庚午 比肩

沐浴

年支-合

目上に逆らいたくなり腐れ縁を切るとき

18

土

辛未 劫財

冠帯

19

日

壬申 食神

建禄

日支-冲

ガツガツと仕事や商売をしてはいけない一日

20

月

癸酉 傷官

帝旺

月支-刑

徹底して神経を研ぎ澄ませると必ずヒラメキが

21

火

甲戌 偏財

衰

月支-害年支-刑

いろいろな出会いを求めて活発に動き拡散する一方です

22

水

乙亥 正財

病

日支-合

経験のないことや独立や分離といったことは控えること

23

木

丙子 偏官

死

月支-破年支-害

体力以上のことをやってしまいがち。ほどほどにすること

24

金

丁丑 正官

墓

年支-冲

交際の範囲を広げるための出費は許容しよう

25

土

戊寅 偏印

絶

26

日

胎

27

うまくいくからといって傲慢になると足元をすくわれる

金運はないので、新しいことにお金を投資すべきではない

電撃的な出会いが一方的に向こうからやってくるかも
月支-冲

訪れてきた出会いやチャンスには素直に乗っていこう

新天地を求めて独立、分離をしても良いとき

精神状態がスッキリしないで迷路にいるみたい

月

己卯 印綬
庚辰 比肩

月支-冲

どんどん実行していくときではなく身の回りを整理するとき

養

月支-合

間違った方向でも、一生懸命のとき

28

火

辛巳 劫財

長生

日支-刑

ライバルに負けたくない一心でやりすぎてしまう

29

水

壬午 食神

沐浴

年支-合

新しいことを考えて企画を練ると良い一日

30

木

癸未 傷官

冠帯

人間関係よりも自分の主義主張を押し通したくなる

今月の金運
社会や会社や組織などが、あなたから働きかけられるのを待っているときで
す。ですから、不動産や耐久性のある資材、設備、良い材料の仕入れなどに
お金を使い、環境を良くすればするほど新しい縁も生まれてくるときです。こ
のようにあなたが動けば、それがお金につながってくるときです。何もしない
と、お金は出て行く一方でしょう。しかし、社会の変化を先読みして改革的な
ことをしていくときではありません、あくまでも、今までの路線でいくときです。

今月の愛情運
家族の中であなたが、中心的な役割を果たす月となります。家族を大切に守
り、愛の巣をつくるために、はぐくんでいこうとします。異性に対しても、遊び心
でアプローチするというよりも、真剣に人生のパートナーとして求めるものがあ
りますので、この時期の出会いは、堅実であり、現実的です。つまり、浮気の
場合は、それでおさまらない危険があるので、お金もどんどん出ていく可能性
があります。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

石川遼 1991/9/17 満 18才

2010年度 10月度の開運暦
年の干支

庚寅

月の干支

丙戌

月支‑害年支‑刑
今月の運勢概要

命式

心を大胆にして、思い切った戦略と、一見すると非常識と思われるような発想で一気にやり遂げてし
まうときです。周囲が驚く位にあれよあれよという間に、自分を取り巻く状況を変えていくパワーを発
揮すべきときです。人からお願いごとをされると、冷徹に断れないときですが、相手の心情を傷つけ
ない程度に断る勇気も必要です。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

金

甲申 偏財

建禄

日支-冲

冲害刑合

面子を保つために思わすウソをついてしまうかも

内容

02

土

乙酉 正財

帝旺

月支-刑

正直過ぎてウソがつけないが、それが相手を傷つけることも

03

日

丙戌 偏官

衰

月支-害年支-刑

自分の本音を正しく相手に伝えられないと問題が大きくなる

04

月

丁亥 正官

病

日支-合

せっかくの好意も疑い深い目で見てしまうことも

05

火

戊子 偏印

死

月支-破年支-害

自分といつも一緒にいてくれる安心できる人と出会う予感

06

水

墓

年支-冲

いつも一緒に行動してくれる人と出会う予感

07

木

己丑 印綬
庚寅 比肩

08

金

辛卯 劫財

胎

月支-冲

自分のペースを乱されることが何よりもキライ

09

土

壬辰 食神

養

月支-合

人に頼りすぎると友人も離れていきそうです

10

日

癸巳 傷官

長生

日支-刑

ハートや内面よりも外見で人を判断して失敗しそう

11

月

甲午 偏財

沐浴

年支-合

12

火

乙未 正財

冠帯

13

水

丙申 偏官

建禄

日支-冲

あまりにも人に厳しいと嫌われます

14

木

丁酉 正官

帝旺

月支-刑

自分に合わない人にもゆったり接していくと吉

15

金

戊戌 偏印

衰

月支-害年支-刑

根拠もないのに自信たっぷりに言ってしまう可能性

16

土

己亥 印綬

病

日支-合

相手をうまく言いくるめようとすると失敗

17

日

庚子 比肩

死

月支-破年支-害

愛情の表現が足りないばかりに相手から誤解されることも

18

月

辛丑 劫財

墓

年支-冲

本気と遊びのけじめをキチッとつけて接するとき

19

火

壬寅 食神

絶

20

水

癸卯 傷官

胎

月支-冲

個性を徹底して磨いているユニークな人と出会う予感

21

木

甲辰 偏財

養

月支-合

たっぷりと甘えさせてくれる人と出会う予感

22

金

乙巳 正財

長生

日支-刑

あまり調子にのってしまうと、足元をすくわれるかも

23

土

丙午 偏官

沐浴

年支-合

調子に乗ってしまうと口からでまかせを言ってしまう

24

日

丁未 正官

冠帯

25

月

戊申 偏印

建禄

日支-冲

徹底して厳しく他人に接するのでゴタゴタを起こしやすいかも

26

火

帝旺

月支-刑

自由にそしておおらかに振舞って全ての人を愛していこう

27

機嫌が極端に良いか、悪いかのどちらか

絶

勝手な勘違いで相手を攻め立ててしまう可能性
見栄を張って思わすウソをついてしまうかも

魅力的だが束縛を嫌う人と出会う予感

場を無理に仕切ろうとすると失敗する

水

己酉 印綬
庚戌 比肩

衰

月支-害年支-刑

悪気はないが、ポイントを外しがちのとき

28

木

辛亥 劫財

病

日支-合

その場しのぎだけのウソを言うことも

29

金

壬子 食神

死

月支-破年支-害

相手の言うことを素直に聞いて実行して吉

30

土

癸丑 傷官

墓

年支-冲

ケンカになっても冷静沈着に対応して吉

31

日

甲寅 偏財

絶

自由奔放に振舞いすぎて相手から信頼を失うかも

今月の金運
社会や会社や組織などが有無をいわさず、あなたになにかしら働きかけてく
るときです。その変化にあわせてあなた自身を変化させていくとお金につな
がっていくときです。決して自分勝手にやりたいことをやってお金になるときで
はありません。世の中の変化や周囲の変化、あるいは目上の指示の変化に
自分をあわせていくことで、結果としてお金になるときなのです。根回しなどを
考えず、動くことです。多少直情的になって動くとお金につながってきます。

今月の愛情運
自分から積極的に行動をしなくても、運の方が勝手に新しい異性や人と出会
わせてくれて、変化と改革をもとめてきます。従って、出会いは、強烈であり、
ストレートな場合が多く、情熱的でもありますが、相手の方が上の立場になるこ
とが多いようです。共同生活をしている家族がいる場合には、女性の方に運の
変化が作用しやすいので、あまり強烈な変わり方があるようなら、気をつけない
といけません。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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2010年度 11月度の開運暦
年の干支

庚寅

月の干支

丁亥

日支‑合
今月の運勢概要

命式

清く正しく美しく、社会的なルールに従って誠実に決められていることを正確にやり遂げていくときで
す。周囲からの評価が、品行方正の見本のような人と言われるくらいで丁度良いときです。間違って
も、ワイロや裏金、伝票のごまかしといった不正なことはしてはいけないときです。あまり几帳面すぎ
ると冷たい印象を与えてしまうので、すこし手をぬくくらいで丁度良いくらいです。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

月

乙卯 正財

胎

月支-冲

冲害刑合

無理のない範囲で金銭運がアップします

内容

02

火

丙辰 偏官

養

月支-合

無理な要望にも逃げないで戦っていくと金運アップ

03

水

丁巳 正官

長生

日支-刑

周囲のあなたへの期待と依存が高まるとき

04

木

戊午 偏印

沐浴

年支-合

この日の出会いは不安定と非現実的なものになりやすい

05

金

己未 印綬

冠帯

06

土

建禄

07

日

庚申 比肩
辛酉 劫財

帝旺

月支-刑

ステキな人との出会いは自分から求めていく

08

月

壬戌 食神

衰

月支-害年支-刑

心が緩み神経もとぎ澄まれてないので決断は先延ばし

09

火

癸亥 傷官

病

日支-合

目上の欠点を平気でズバズバ言ってしまいたくなる

10

水

甲子 偏財

死

月支-破年支-害

お金は未来への投資のために使うとき

11

木

乙丑 正財

墓

年支-冲

12

金

丙寅 偏官

絶

13

土

丁卯 正官

胎

月支-冲

地位や名誉を求め過ぎると足元をすくわれることも

14

日

戊辰 偏印

養

月支-合

この日はフラフラしていると悪い人から誘惑され騙されやすい

15

月

己巳 印綬

長生

日支-刑

良き恩師、良き指導者、良き知恵者に出会う可能性がある

16

火

庚午 比肩

沐浴

年支-合

考えるよりも体を動かして物事がうまくいく

17

水

辛未 劫財

冠帯

18

木

壬申 食神

建禄

日支-冲

ステキな人を見ると思わず近寄っていきそう

19

金

癸酉 傷官

帝旺

月支-刑

鋭い感覚の反面、金銭面は期待できません

20

土

甲戌 偏財

衰

月支-害年支-刑

神経性からくる胃腸の悪さに注意

21

日

乙亥 正財

病

日支-合

浮ついた恋愛よりも現実のパートナーを重視すること

22

月

丙子 偏官

死

月支-破年支-害

どんなに注意していても事故や怪我に会う可能性がある日

23

火

丁丑 正官

墓

年支-冲

他人へのいたわりよりも自己保身の姿勢をとりがちだから注意

24

水

戊寅 偏印

絶

25

木

己卯 印綬

胎

月支-冲

心身ともに力をぬき、温泉などでリラックスして吉

26

金

養

月支-合

いつもより大胆に大金を使うならこのとき

27

一方的に面倒を見なければならない人との出会いがあるかも
日支-冲

相手にあわせることができないとき

いつもよりも激しく神経を使い胃腸に負担がかかります
ストレスが溜まりますが、夜は風呂にゆっくり漬かって開放

あんまり無理しない程度に頑張りましょう

いつもよりも規則正しい生活と規律のある態度を心がけること

土

庚辰 比肩
辛巳 劫財

長生

日支-刑

お金の貸し借りや投資は控えること

28

日

壬午 食神

沐浴

年支-合

ロマンチックな出会いや楽しいことがあります

29

月

癸未 傷官

冠帯

30

火

甲申 偏財

建禄

鋭い感性のためストレスも多くなるのは止むを得ない
日支-冲

現実の生活と仕事を改革するために心を悩ませる日

今月の金運
社会や会社や組織から、あなたに対してなんらかの働きかけがあるときです。
それをガッチリと受け止めて、環境の変化に主導権を持ち、緊張して動いて
いくとお金につながっていくときです。地位の変化、部署の変化、仕事の変
化、取引先の変化、社会の変化、全てに対しあなたが主導権をもってやって
いくとやがてお金になってきます。決して、自分の考えを無理に組織に押し
付けたり、目上に押し付けたりしてはいけません。自己中心になるとこの月は
散財するはずです。

今月の愛情運
自分から積極的に行動しなくても、運の方から、異性運や新しい出会いをしか
けてくる月となります。しかも、周囲からも認められるような出会いが多く、ハッ
ピーエンドに終わることが多いのですが、相手の方が上の立場になりやすい
傾向があります。つまり、あなたが相手に合わせていくという姿勢が必要になる
のです。異性との出会いがない場合は、仕事との出会いとなって表れてきます
ので、遊ぶ暇がないほど忙しくなりそうです。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230
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2010年度 12月度の開運暦
年の干支

庚寅

月の干支

戊子

月支‑破年支‑害
今月の運勢概要

命式

組織や自分を束縛しているものから脱皮して自由な発想で考えるときです。新しいことに関心がいけ
ば、即刻飛びつくのも悪くはありません。このムラ気は頭の回転が良すぎるところから来るものですか
ら、気にしないで波乱に満ちたときを楽しむ位の余裕が必要です。しかし、お金の使い方だけは乱
暴になり過ぎないように注意が必要です。

庚庚丁辛
辰寅酉未
空亡:午:未

日

曜

干支 通変星 十二運

01

水

乙酉 正財

帝旺

月支-刑

冲害刑合

この日は物事の決断を決して急がないこと

内容

02

木

丙戌 偏官

衰

月支-害年支-刑

年配の人から援助を受ける可能性があります

03

金

丁亥 正官

病

日支-合

思いつきで周りを戸惑わせるかもしれない

04

土

戊子 偏印

死

月支-破年支-害

ウソをついてもダメだと思ったら本音で勝負

05

日

己丑 印綬

墓

年支-冲

ストレートにものを言ってしまって後悔するかも

06

月

絶

07

火

庚寅 比肩
辛卯 劫財

胎

月支-冲

自分よりも相手の心情を思いやる優しさが必要

08

水

壬辰 食神

養

月支-合

一人じゃ何もできないと思われないように振舞おう

09

木

癸巳 傷官

長生

日支-刑

余計な一言が相手を傷つけてしまう可能性

10

金

甲午 偏財

沐浴

年支-合

目上に対しては敬語をキチンとつかうこと

11

土

乙未 正財

冠帯

12

日

丙申 偏官

建禄

日支-冲

細かい数字や計算をしっかりして行動するとき

13

月

丁酉 正官

帝旺

月支-刑

環境の変化に反応せず、のんびりと過ごす日

14

火

戊戌 偏印

衰

月支-害年支-刑

真剣にものごとを進めているようでポカをやりやすいとき

15

水

己亥 印綬

病

日支-合

何事にも疑い深く決してホンネを見せない方が良いとき

16

木

庚子 比肩

死

月支-破年支-害

言い出したことでも、間違いは素直に認めると良い

17

金

辛丑 劫財

墓

年支-冲

嫉妬や妬みからグチが多くなると運が低下

18

土

壬寅 食神

絶

19

日

癸卯 傷官

胎

月支-冲

ケンカの原因は一方的なワガママにあります

20

月

甲辰 偏財

養

月支-合

八方美人すぎると、争いやケンカの原因になることも

21

火

乙巳 正財

長生

日支-刑

他人のウソには簡単に騙されるので注意

22

水

丙午 偏官

沐浴

年支-合

実力以上に成功したいという欲望が大きくなりがち

23

木

丁未 正官

冠帯

24

金

戊申 偏印

建禄

日支-冲

他人の意見に軽々しく迎合しないこと

25

土

己酉 印綬

帝旺

月支-刑

周囲からの援助をあてにしないでやっていくとき

26

日

衰

月支-害年支-刑

現状に満足して淡々と過ごしていくとき

27

ケンカになっても上の空で別のことを考えているかも

思っていることが顔に出てしまうので、本音でいくとき

あまりにも突拍子もないことを言ってしまう可能性

人にものを頼んだりお願いするのは、避けましょう

月

庚戌 比肩
辛亥 劫財

病

日支-合

今日明日の心配はせずに、将来のことを心配する日

28

火

壬子 食神

死

月支-破年支-害

一生懸命にうちこめるものを探していこう

29

水

癸丑 傷官

墓

年支-冲

仲間はずれにされても焦ってはいけないとき

30

木

甲寅 偏財

絶

31

金

乙卯 正財

胎

思いつきで行動すると周囲がびっくりするかも
月支-冲

本音と建前がうまく切り分けられずに気まずいことも

今月の金運
組織や会社や社会から縁が遠くなってしまうので、商売で金運に出会うチャ
ンスはありません。今までのやり方でやって７０パーセント程度うまくいけばそ
れで満足したほうがよいときなのです。むしろ、デスクワークを中心にして、新
しい企画や情報を収集したり、新しい顧客や取引先を訪問したりして、人と接
しながら何か新しいアイデアや次のビジネスの種になるようなものをつかむと
きです。お金は、投資や設備の買い替えなどに使わず、最小の出費で済む
ように倹約することです。

今月の愛情運
共同生活している家族、特に母親的な立場の人と、その子供との人間関係
に、なにかしらゴタゴタがおきそうです。または、今まで自分を育ててくれた恩
師との間に、変化があらわれます。どんな形になってあわられるかは、不明で
すが、旅行やレジャーや出張先の飲み屋といった場所が、そのきっかけにな
る可能性があります。異性と出会うとしたら、そういういつもとは違った環境に
自分をおいているときです。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

■２７宿曜占術による開運カレンダーの見方
27宿曜占星術のルーツは中東のバビロニア。生年月日を通
し、独特のホロスコープ（占星術における各個人を占うため
の天体の配置図）を使う星占いです。特徴は毎日の「日との
相性」「日の吉凶」がとても的確に判断できることにありま
す。
27宿曜占星術は、インドに伝わって再構築され、中国経由
で日本に入ってきました。弘法大師（空海）が唐に留学した
際、「文珠師利菩薩及諸仙諸説吉凶時日善悪宿曜経（もんじ
ゅしりぼさつおよびしょせんしょせつきっきょうじじつぜん
あくすくようきょう＝略して宿曜経）」という仏教経典とし
て入手し、日本にもたらされました。
●宿曜占星術で見る毎日の日運を見る
宿曜経は月の運行を基準に旧暦月と旧暦日をもとに星宿を
決定し、２７日１周期で日運の吉凶を見ていきます。
吉凶がはっきり出る点が特徴で、人間関係上、運の良い日
を選んだり、事故・怪我に注意するには非常に有効です。
たとえば、自分の本宿星にとって「安」の関係の日は旅行
に適した日となり、嫌いな人と縁を切りたいならば「壊」の
日を選びます。人と仲良くなりたい場合は「親」「友」の日
を選ぶと良いでしょう。「壊」の日（破壊運の日）は想像を
絶するトラブルに巻き込まれたり、アクシデントに見舞われ
たりしやすい時ですので注意が必要です。開運カレンダーを
参考にして下さい。
スターフォーチュン

深川

宝琉

宿曜経開運暦
石川遼 様
日

月

本命宿：虚宿

2010年1月度宿曜暦

火

水

木

金
1

3 翼宿
友

10 尾宿
成

17 室宿
衰

24 觜宿
業(暗黒日)

4 軫宿
親

11 箕宿
壊

18 壁宿
安

25 参宿
栄(暗黒日)

5 角宿

6 亢宿

胎

12 斗宿

栄

衰(暗黒日)

14 虚宿

親

命

20 婁宿

危

26 井宿

衰

13 女宿

友

19 奎宿

7 氏宿

21 胃宿

成

壊

27 鬼宿

28 柳宿

安(暗黒日)

危(暗黒日)

星宿

土
2

張宿

成(暗黒日)

壊(暗黒日)

8 房宿

9 心宿

安

15 虚宿
命

22 昴宿
友

29 星宿
成(暗黒日)

危

16 危宿
栄

23 畢宿
親

30 張宿
壊(暗黒日)

31 翼宿
友
栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宿曜経開運暦
石川遼 様
日

月
1

軫宿
親

7 尾宿
成

14 室宿
衰

21 觜宿
業(暗黒日)

8 箕宿
壊

15 壁宿
安

22 参宿
栄(暗黒日)

火
2

角宿

水
3

胎

9 斗宿

衰(暗黒日)

4

亢宿

氏宿
衰

10 女宿

11 虚宿

親

命

17 婁宿

危

23 井宿

木

栄

友

16 奎宿

本命宿：虚宿

2010年2月度宿曜暦

18 胃宿

成

壊

24 鬼宿

25 柳宿

安(暗黒日)

危(暗黒日)

金
5

房宿
安

12 危宿
栄

19 昴宿
友

26 星宿
成(暗黒日)

土
6

心宿
危

13 室宿
衰

20 畢宿
親

27 張宿
壊(暗黒日)

28 翼宿
友

栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宿曜経開運暦
石川遼 様
日

月
1

軫宿
親

7 尾宿
成

14 壁宿
安

21 觜宿
業(暗黒日)

28 翼宿
友

8 箕宿
壊

15 奎宿
危

22 参宿
栄(暗黒日)

29 軫宿
親

火
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角宿

水
3

胎

9 斗宿

衰(暗黒日)

30 角宿
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亢宿
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衰

10 女宿

11 虚宿
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命

17 婁宿

危

23 井宿
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栄

友
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本命宿：虚宿

2010年3月度宿曜暦

18 胃宿

成

壊

24 鬼宿

25 柳宿

安(暗黒日)

危(暗黒日)

金
5

房宿
安

12 危宿
栄

19 昴宿
友

26 星宿
成(暗黒日)

土
6

心宿
危

13 室宿
衰

20 畢宿
親

27 張宿
壊(暗黒日)

31 亢宿

胎

栄

栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宿曜経開運暦
石川遼 様
日

月
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水
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1
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衰

4 尾宿
成

11 壁宿
安

18 参宿
栄(暗黒日)

25 軫宿
親

5 箕宿
壊

12 奎宿
危

19 井宿
衰(暗黒日)

26 角宿
胎

6 斗宿

7 女宿

友

13 婁宿

安(暗黒日)

27 亢宿

8 虚宿

親

命

14 胃宿

成

20 鬼宿

本命宿：虚宿

2010年4月度宿曜暦

15 昴宿

壊

友

21 柳宿

22 星宿

危(暗黒日)

28 氏宿

栄

成(暗黒日)

29 房宿

衰

安

金
2

房宿
安

9 危宿
栄

16 畢宿
親

23 張宿
壊(暗黒日)

土
3

心宿
危

10 室宿
衰

17 觜宿
業(暗黒日)

24 翼宿
友

30 心宿
危

栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宿曜経開運暦
石川遼 様
日

月

2010年5月度宿曜暦

火

水

木

本命宿：虚宿
金

土
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尾宿
成

2 箕宿
壊

9 奎宿
危

16 参宿
栄(暗黒日)

23 軫宿
親

30 箕宿
壊

3 斗宿
友

10 婁宿
成

17 井宿
衰(暗黒日)

24 角宿
胎

4 女宿

5 虚宿

親

11 胃宿

命

安(暗黒日)

25 亢宿

栄

12 昴宿

壊

18 鬼宿

6 危宿

13 畢宿

友

親

19 柳宿

20 星宿

危(暗黒日)

26 氏宿

栄

成(暗黒日)

27 房宿

衰

安

7 室宿
衰

14 畢宿
親

21 張宿
壊(暗黒日)

28 心宿
危

8 壁宿
安

15 觜宿
業(暗黒日)

22 翼宿
友

29 尾宿
成

31 斗宿
友
栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宿曜経開運暦
石川遼 様
日

月

火
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女宿

水
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親

6 奎宿
危

13 井宿
衰(暗黒日)

20 角宿
胎

27 斗宿
友

7 婁宿
成

14 鬼宿
安(暗黒日)

21 亢宿
栄

28 女宿
親

8 胃宿

危(暗黒日)

22 氏宿

3

虚宿

10 畢宿

友

親

16 星宿

17 張宿

成(暗黒日)

23 房宿

危宿
栄

9 昴宿

衰

29 虚宿

木

命

壊

15 柳宿

本命宿：虚宿

2010年6月度宿曜暦

壊(暗黒日)

24 心宿

安

危

金
4

室宿
衰

11 觜宿
業(暗黒日)

18 翼宿
友

25 尾宿
成

土
5

壁宿
安

12 参宿
栄(暗黒日)

19 軫宿
親

26 箕宿
壊

30 危宿

命

栄

栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宿曜経開運暦
石川遼 様
日

月

火

水

木
1

室宿
衰

4 婁宿
成

11 鬼宿
安(暗黒日)

18 角宿
胎

25 斗宿
友

5 胃宿
壊

12 鬼宿
安(暗黒日)

19 亢宿
栄

26 女宿
親

6 昴宿

7 畢宿

友

13 柳宿
危(暗黒日)

20 氏宿

親

14 星宿

21 房宿

命

2

壁宿
安

9 参宿

業(暗黒日)

栄(暗黒日)

壊(暗黒日)

22 心宿

安

28 危宿

金

8 觜宿

15 張宿

成(暗黒日)

衰

27 虚宿

本命宿：虚宿

2010年7月度宿曜暦

危

29 室宿

栄

衰

16 翼宿
友

23 尾宿
成

30 壁宿
安

土
3

奎宿
危

10 井宿
衰(暗黒日)

17 軫宿
親

24 箕宿
壊

31 奎宿
危

栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宿曜経開運暦
石川遼 様
日
1

婁宿
成

月
2

胃宿
壊

火
3

昴宿

9 柳宿

10 張宿

安(暗黒日)

危(暗黒日)

壊(暗黒日)

15 氏宿
衰

22 虚宿
命

29 昴宿
友

16 房宿
安

23 危宿
栄

30 畢宿
親

水
4

友

8 鬼宿

17 心宿

木
5

畢宿
親

11 翼宿

18 尾宿

12 軫宿
親

19 箕宿

成

25 壁宿

衰

觜宿

業(暗黒日)

友

危

24 室宿
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壊

26 奎宿

安

危

金
6

参宿

栄(暗黒日)

13 角宿
胎

20 斗宿
友

27 婁宿
成

土
7

井宿

衰(暗黒日)

14 亢宿
栄

21 女宿
親

28 胃宿
壊

31 觜宿
業(暗黒日)

栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宿曜経開運暦
石川遼 様
日

月

火

水
1

5 星宿

6 張宿

成(暗黒日)

壊(暗黒日)

12 心宿
危

19 室宿
衰

26 觜宿
業(暗黒日)

13 尾宿
成

20 壁宿
安

27 参宿
栄(暗黒日)

7 翼宿

衰(暗黒日)

井宿

8 角宿

9 亢宿

胎

栄

15 斗宿

16 女宿

友

親

22 婁宿

危

28 井宿

2

参宿

衰(暗黒日)

壊

21 奎宿

木

栄(暗黒日)

友

14 箕宿
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23 胃宿

成

壊

29 鬼宿

金
3

鬼宿

安(暗黒日)

10 氏宿
衰

17 虚宿
命

24 昴宿
友

土
4

柳宿

危(暗黒日)

11 房宿
安

18 危宿
栄

25 畢宿
親

30 柳宿

安(暗黒日)

危(暗黒日)

栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宿曜経開運暦
石川遼 様
日

月
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2010年10月度宿曜暦

火

水

木

金
1

3 翼宿
友

10 心宿
危

17 室宿
衰

24 觜宿
業(暗黒日)

4 軫宿
親

11 尾宿
成

18 壁宿
安

25 参宿
栄(暗黒日)

5 角宿

6 亢宿

胎

12 箕宿

栄

衰(暗黒日)

14 女宿

友

親

20 婁宿

危

26 井宿

衰

13 斗宿

壊

19 奎宿

7 氏宿

21 胃宿

成

壊

27 鬼宿

28 柳宿

安(暗黒日)

危(暗黒日)

星宿

土
2

張宿

成(暗黒日)

壊(暗黒日)

8 氏宿

9 房宿

衰

15 虚宿
命

22 昴宿
友

29 星宿
成(暗黒日)

安

16 危宿
栄

23 畢宿
親

30 張宿
壊(暗黒日)

31 翼宿
友
栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宿曜経開運暦
石川遼 様
日

月
1

軫宿
親

7 尾宿
成

14 壁宿
安

21 参宿
栄(暗黒日)

28 軫宿
親

8 箕宿
壊

15 奎宿
危

22 井宿
衰(暗黒日)

29 角宿
胎

火
2

角宿

水
3

胎

9 斗宿

安(暗黒日)

4

亢宿

氏宿
衰

10 女宿

11 虚宿

親

命

17 胃宿

成

23 鬼宿

木

栄

友

16 婁宿
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18 昴宿

壊

友

24 柳宿

25 星宿

危(暗黒日)

成(暗黒日)

金
5

房宿
安

12 危宿
栄

19 畢宿
親

26 張宿
壊(暗黒日)

土
6

心宿
危

13 室宿
衰

20 觜宿
業(暗黒日)

27 翼宿
友

30 亢宿
栄

栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

宿曜経開運暦
石川遼 様
日

月

火

水
1

木
2

氏宿
衰

5 箕宿
壊

12 奎宿
危

19 井宿
衰(暗黒日)

26 角宿
胎

6 斗宿
友

13 婁宿
成

20 鬼宿
安(暗黒日)

27 亢宿
栄

7 女宿

21 柳宿
危(暗黒日)

28 氏宿

9 危宿

命

栄

15 昴宿

壊

16 畢宿

友

親

22 星宿

23 張宿

成(暗黒日)

29 房宿

衰

房宿
安

8 虚宿

親

14 胃宿

本命宿：虚宿

2010年12月度宿曜暦

壊(暗黒日)

30 心宿

安

危

金
3

心宿
危

10 室宿
衰

17 觜宿
業(暗黒日)

24 翼宿
友

土
4

尾宿
成

11 壁宿
安

18 参宿
栄(暗黒日)

25 軫宿
親

31 尾宿
成

栄の日

命の日
本命宿と同じ宿星の日ですから、エネルギー
がもっとも高いときです。この日の言動は
あとあとまで、影響し決定的な出来事になる
可能性があります。

衰の日

命の日の翌日ですから、緊張感はあります
が、物事が栄え金運にも恵まれます。
取引、商談、物事の決断などを行うにも良い
日で、喜び事があります。

安の日

栄の日の翌日ですから、前日の疲れが残り
ます。エネルギーも叙々に衰退しますが、む
しろ落ち着いた感じになります。
人と会うよりも部屋で考え事をする日です。

危の日

衰の日の翌日ですから、落ち着きが安定に
変化し、積極的に行動し人と会い、商談を行
い、忙しく動き回って成果が出る日です。
しかし、気がかりなことが発生します。

成の日

安の日の翌日ですから安定がやや不安定に
なり、体力が消耗したり、気を遣い過ぎたりし
て、なんとなくうまくいかない日です。
急な事故や病気に注意をする日です。

危の日の翌日ですが、小さな危険が過ぎ去り
物事が成就しやすい日です。
大きな商談をまとめたり、契約をとったりする
日ですが、翌日にもちこすと駄目になります。

友の日

壊の日
成の翌日ですがうってかわって何をやっても
うまくいかず、目的が達成できません。
積極的に行動すればするほど駄目になって
いくので整理整頓をする日です。

前日の壊の日とはうってかわって人間関係が
良好で何をやっても楽しくできる日です。
借金をするならこの日です。人間関係で一歩
前進させるのも最高の日です。

業の日

親の日
友の日の翌日で、ラッキーな運はまだ続いて
います。普段できないことをやっておく日です。
翌日からは、試練の日が近づいてきますので
夜遅くまで行動してはいけない日です。

暗黒日

今までの行いの総決算の日です。人を傷つ
けたことがあれば自分が傷つきます。人を
慈しんだことがあれば恵みが与えられます。
これから本当の試練の日が始まります。

胎の日

運が下がっていく一方です。こういう日は、
無理をせず、いつもよりも財布のひもをゆる
めて人の喜びのためにお金を積極的に使う
ことです。奉仕的な心で過ごすときです。

運気が一周して、これから新しい運気が宿り
ますが、エネルギーはまだまだ小さいので無
理はできません。翌日から始まる運気の上昇
に備えて体を整える日です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉

TEL 090-3416-6230

あなたの宿命の２７宿分類
石川遼 様

1991年9月17日生まれ
●変化に対応・流行
▲飽きっぽい・散乱

【直感だけで人生を渡っていく、おだてに弱いロマンチスト。】
■２７通りの宿命の中からあなたの宿命を説明します。
＜苦労した分実りは大きい＞
あなたは苦労が多くてさまざまな苦難や苦労が多くあり大変な時期も数多く
迎えるでしょう。しかし、そんな人生に悲観する必要はありません。良い出
会いを持って運が向上するタイプです。
■宿命と性質
＜頑固は禁物＞
人一倍苦労も多くいろいろと大変な事が多くありますが、あなたは年上の人
との出会いによって開運します。自分自身の努力によって困難に出合ったと
しても自然と周囲から助けられる運の持ち主です。自分で越えてきた人生経
験が哲学として役立ってくる事でしょう。つらい事も多く悲観しがちになり
ますが、あきらめてはいけません。決して諦める事無く頑張れば結果として
は沢山のツキが回ってきます。あなたは好き嫌いがはっきりしている為に人
に対しても誤解を招くことがあります。嫌な事もあるでしょうが、誰とでも
付き合っていけるように努力しましょう。神経質な面もあったりして、プラ
イドが出たり自分の中でもイライラが絶えないでしょうが何度も言うように
、そんな時こそ人に対して優しくしたり良い出会いをしていくように努力し
ましょう。くれぐれも自分に対しあきらめることなく前向きに進んで行ける
ように頑張りましょう。
■健康
＜精神的気苦労に注意＞
肉体的には強い人ですが、精神的な面においては注意が必要です。プライド
が高く自信家なのに臆病と言うあなたは、精神的に非常に弱い人です。自分
を飾る事無く素直になってリラックスして行ったら良いでしょう。「病」は
「気」からです。リラックスが一番良い薬となるでしょう。
(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

■職業
＜我が道で成功＞
あなたはプライドが高いので、人に対して頭を下げたり人の言いなりになっ
て仕事をするのが大変苦手です。そんなあなたは自分で手に職を付け自分で
仕事をしていくのが一番良いでしょう。組織の中では実務を取り仕切る番頭
格が良く、専門的な技術職にも向いています。
■相性と結婚
＜二人三脚＞
あなたは結婚に対しても恋愛に対しても変なプライドを働かせてしまいます
。親や人の進める人との結婚はしないでしょうし、そんな出会いもしないは
ずです。良い出会いがあっても婚期も遅れてしまいます。結婚すると良い家
庭を作り、二人三脚で苦労をも越えていける人ですから、チャンスを逃がさ
ぬようにアンテナを張り巡らせておきましょう。あなたには誰とでも接して
いける人付き合いの良い人や明るく朗らかな人が合うでしょう。
■業界の著名人
武田 信玄・岩崎 弥太郎・石橋 正二郎・川又 克二・出光 佐三・水原 茂・
浅野 ゆう子・宮城 まりこ・高島 政宏・中村 トオル・松山 千春・長谷川
一夫・阪東 妻三郎・山村 聡・森 進一・水原 弘・花柳 章太郎・甲斐 よし
ひろ・福山 雅治・江口 洋介・山本 富士子・三益 愛子・嵯峨 三智子・美空
ひばり・加藤 登紀子・森口 博子・久本 雅美・樋口 可南子・賀来 千賀子・
小川 知子・桐島 かれん

(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

生涯のバイオリズム（陰陽五行エネルギー）
石川遼 様

1991年9月17日生まれ
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■本ソフトウエアのバイオリズムとは、陰陽五行のエネルギーの強弱という意味があります。
陰陽五行とは、万物全てが 木性‑>火性‑>土性‑>金性‑>水性 という五つの気から構成されそ
の気の流れが、宇宙の気であるというものです。例えば、「木」が燃えて「火」となり、灰
が固まって「土」となり、土が固まって鉱物の「金」となり、金が冷えると「水」を生じる
というう順番でエネルギーが流れていきます。また 「木」は金属の「金」によって切り倒さ
れてしまい、「木」の根は固まった「土」を開墾するといった作用もあり、これらはお互い
に戦うエネルギーの関係です。
以上のような関係からエネルギーの強弱をグラフ化したものが上図のようになりますが、こ
れがそのまま人生の「吉凶」に該当するわけではありません。例えば、「木」が「金」に出
会って切り倒される関係の時、当然エネルギーの強さは弱くなりますが、「木」は切り倒さ
れて木材となり人間の役に立ちますので、出世の時、仕事運が良い時期となるわけです。
しかし当然仕事を懸命に行うということは、自分の骨身を削っての苦労が伴いますのでエネ
ルギー的には弱くなるわけです。
またエネルギーの強さが強いという時期は、「木」と「木」が出会い、森を形成するといっ
た意味になりますので、仲間ができエネルギーが強くなりますが、その分傲慢になり他人を
傷付け大きな失敗を犯す可能性もあるわけですから、単純に吉と判断してはいけません。
■大きなバイオリズム
バイオリズムは１０年毎に変化する大きなバイオリズムが７０％、毎年のバイオリズムが
３０％を占めますので、そういった観点からグラフを参照してください。
3才‑12才
権力
権利、地位、などから鞭打たれて働く星でワイルド
13才‑22才
貯蓄
財産、名誉、貯蓄、マジメの星
23才‑32才
商売
金銭、商売、社交の星
33才‑42才
焦燥
男性は上司とトラブル、女性は夫とトラブル
43才‑52才
衣食住
衣食住、財を生み出す星
53才‑62才
闘争
闘争精神が旺盛で妥協しない
63才‑72才
独立
自主独立、仲間の星

あなたの健康管理と1月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年1月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)ぶり、ひらめ、たい、かれい、たら、わかさぎ、ずわいがに、はまぐり、かき
(2)ほうれん草、大根、みかん、りんご
(3)おせち、雑煮、ちりなべ、湯豆腐、ぶりの照焼き、おしるこ
■健康管理
インフルエンザにかからぬように過労を避け、体を冷やさないように。
暖房器具の使用に関しては適度の換気、適度の湿度の保持、子供の火傷に注意。

■1日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋その他の修繕、地鎮祭、用水路の工事など物事の事始めの行事は凶。この日
は混沌とした悪日です。物事に間違いが多く、遂に他人と争いを生じる事があります。婚
礼すると争い事が出来、離縁となります。すべて交渉事がまとまらず、目上の人に逆らえ
ば損をすることがあります。衣服を新調したり、投資、大きな買物はしないほうが良いで
しょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。

(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

■2日の基本の運気と風水暦
建て増し、高層建築の修繕、用水路の工事は吉。この日は良い出会い、良い結婚、良い就
職、良い指導、良い買物など色々と良い事がある日です。婚姻をすると家内和合して繁盛
する基礎を築くことになります。万事がうまく運び成就するので、決断して前進すべきで
す。しかし、みだりに他人の勧めに乗ってはいけません。災難にあうことがあります。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■3日の基本の運気と風水暦
葬式、建て増し、建築は凶。すべて安久の事をするのに吉。つまり物事をスタートする事
、例えば、種蒔き、旅行、衣類の新調、住宅の購入などを行うには吉の日です。しかしこ
の日は大悪日なので、強引に進むと万事が破壊され災難にあうことがあります。他人と争
いを生む日であるから、ひかえめにしている心がけが大切です。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■4日の基本の運気と風水暦
棟上げ、普請、婚礼、旅立ち、不動産の売買、地鎮祭、移転など物事の事始めの行事は吉
。この日は地所・建物等の売買を急いで行うと利益を得ます。しかし不意に勧められ油断
し、迷ってはいけません。そのようなことをすると思わぬ損失をこうむることがあるでし
ょう。遠く外国へ行き、芸事を学ぶのによい。葬礼をすると子孫長久の基となります。こ
の日は、北方に向かって行くと大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■5日の基本の運気と風水暦
建築、地鎮祭など物事の事始めの行事を行うのは大変吉。築墓、修復などは、凶。この日
は万事積極的に進めるのによく、衣服の新調や大きな買物も良いでしょう。婚姻、祝い事
どれも成就する吉日です。また、家を造作すれば繁栄し、結婚すれば立派な子供を生むこ
とができます。しかし埋葬をすると禍が来るでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『胎の日』
(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

胎は文字どおり母親の体内にいる状態を意味し、自分では身動きできない状態です。仕事
は忙しくなり振り回されるようになります。自分から発動するというよりも外部から色々
なことが自分に向かって発動される日となります。あまり自分から進んで物事を始める時
ではありません。
■6日の基本の運気と風水暦
修復、地鎮祭、棟上げは凶。この日は婚礼・結納の交換、動物を飼育すること、金銭を納
めるなどに吉。とくに金銭、結婚には大吉なので急いで行うとよろしい。しかし、造作、
移転、旅立ちには凶。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■7日の基本の運気と風水暦
土木工事、地鎮祭、棟上げなど物事の事始めの行事には大凶。しかしこの日は婚姻・入宅
・店開き、蔵建て、別宅、種蒔き、要害を築き出陣するのに大吉。何事も発展、発達する
という意味がこの日にはありますが、新規の事業を始めるのは悪いので、無理をしてはい
けません。大きな買物や衣服の新調は大凶。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■8日の基本の運気と風水暦
家屋の修繕、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は棟上げ・造作、田園
を求め、新規の品を使い始め、また分居、旅行、理髪等には上吉なので、万事決断を行っ
て進行成就させるべきです。他人の助けを得ることができます。衣服の新調や大きな買物
には良いでしょう。ことに交わりを結び、婚姻・慶事に最もよろしい。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■9日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭は凶。この日は公的な行事、神仏を祭る、公的事業、入宅・入部等
、身を治め巧徳を修めるのに吉です。みだりに財を出し、この日に返済するのはよくあり
ません。また造作、婚姻には大凶です。三日以内に災いをこうむります。その他、移転、
旅立ちなどすべて悪く、とくに埋葬すると死人が重なると理解しておくべきです。
■あなたの場合の開運暦
(著作)
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『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■10日の基本の運気と風水暦
棟上げ、地鎮祭、建築、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は薬を飲むのに
大吉。婚姻すれば立派な子が生まれ、造作すれば天恩を得ます。店開き、旅行なども吉。
掛け合い事・交渉事は必ず勝ちます。先んじると人を制し、後れれば人に制せられます。
しかし、衣服の新調や大きな買物には良くありません。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■11日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は掛け合い事、開店、普請な
どには大吉。何事も進めば有利になる日です。また衣類を裁てば愛敬を受け、手持ちの数
が結果的に増すことになります。だからエプロンでもよいから仕立てるべきです。埋葬す
ると大凶。三年以内に大難にあいます。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■12日の基本の運気と風水暦
地鎮祭、建築、棟上げなど物事の事始めの行事は吉。「墓」の修繕、埋葬は凶。この日は
平らで吉日です。なかでも車などの大きな買物、別棟の建造、井戸掘り、投資などよく、
衣類を裁つと財宝を招き、職を受け、安泰に月日を送れるといいます。また婚姻事、すべ
ての望み事が順調に進むので幸福になります。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■13日の基本の運気と風水暦
この日は建築は非常に不利。しかしこの日は公事つまり、ライバルを除外し、組織の改革
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、研修などをするのに限ってはみな吉です。もろもろの貴勝も事に供養するにはよろしい
。しかし、造作・引越し、店開きなどは火難があり、また婚礼をすれば幸いが変じて禍い
となる悪日です。口論、裁判、大きな商談などは、苦情があるので慎重にすべきです。ま
た競争の事は凶。衣服の新調は非常に凶で死ぬ者もいます。とくに埋葬は大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■14日の基本の運気と風水暦
この日は建築、棟上げ、地鎮祭は大凶となり、これを犯すと後日大変に苦労をします。こ
の日はもろもろの急速に事をなすのにはよろしい。しかし大悪日ですからじっくりとなす
べきでない事は行動してはいけません。損失を受けるので人の世話事に立ち入ってはいけ
ません。しかし衣服を新調したり大きな買物は良いでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『命宿の日』
自分の宿命と同じ星の日です。良きにつけ悪しきにつけ自分の運命を左右する決定的な出
来事が起こるとしたらこの日です。結婚、生死、昇進などがあります。心情的には神経が
たかぶっていますので、慎重にものごとを決め、行動すべき日であって安易に物事を進め
る時ではありません。身辺の整理し、今までの事柄を片づけて新しい出発に準備する時で
す。
■15日の基本の運気と風水暦
この日は建築、棟上げ、地鎮祭は大凶となり、これを犯すと後日大変に苦労をします。こ
の日はもろもろの急速に事をなすのにはよろしい。しかし大悪日ですからじっくりとなす
べきでない事は行動してはいけません。損失を受けるので人の世話事に立ち入ってはいけ
ません。しかし衣服を新調したり大きな買物は良いでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『命宿の日』
自分の宿命と同じ星の日です。良きにつけ悪しきにつけ自分の運命を左右する決定的な出
来事が起こるとしたらこの日です。結婚、生死、昇進などがあります。心情的には神経が
たかぶっていますので、慎重にものごとを決め、行動すべき日であって安易に物事を進め
る時ではありません。身辺の整理し、今までの事柄を片づけて新しい出発に準備する時で
す。
■16日の基本の運気と風水暦
公道・私道を問わず土木修繕工事、埋葬、棟上げ、地鎮祭、建築、墓の修繕は大凶。この
日は悪日で、万事豊かではありませんので、何事にも手を出してはいけません。婚礼すれ
ば子供は盗賊となります。また造作すると災難にあい、転売すれば大難にあう事がありま
す。子供が水厄にあう日だから注意せねばなりません。財を納めるのに吉で、財を出すの
に凶の日。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
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服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■17日の基本の運気と風水暦
不動産の売買、神仏の安置、葬式、棟上げ、地鎮祭、井戸掘り、室内装飾及び設備の工事
、家屋の修繕は吉。この日は貴い吉日なので威厳のあること、正義の事柄をなすのによろ
しい。また剛猛な事も吉。地割れ・地ならし、移住、柱立て、婚姻、開店等も別して吉で
す。造作・畳替え、人の雇用も上吉。しかし衣類の新調には注意です。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■18日の基本の運気と風水暦
埋葬、道路の修繕と舗装、家屋や田畑及び土地の売買、建築、棟上げ、地鎮祭は吉。この
日は大吉で、すべて善いことをするのによろしい。家を建て、造作すれば、家内繁盛し長
寿で憂いを除きます。また婚姻すれば孝行な子供を産むといいます。万事進んで勝利を得
る日なので、掛け合い事をするのによく、また衣服を縫えば多くの財貨を得る吉日です。
しかしこの日は南方に行くのは大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■19日の基本の運気と風水暦
建築及び増改築の計画をたてるには吉。この日は新規事業を始めるには非常に悪い日です
。したがって商談や競争などの掛け合い事はしない方が良く、人の世話で無理にやれば必
ず災いがあります。店開き、旅立ち、埋葬は大凶です。不時の損失が続くでしょう。しか
し衣の新調・新着、大きな買物や投資をすれば宝器を得ることができる吉日でもあります
。すべて和善の事、急速の事をするのによろしい。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■20日の基本の運気と風水暦
煙突の火入れは吉。この日はきわめて平らな上吉日です。諸事望み通り急ぎ進んでよろし
い。ことに商談や競争なその掛け合い事は急がねば損をすることがあります。柱を立て、
門を開けば子孫繁盛し、造作すれば福を招き、婚姻すれば良い子を産む上吉の日です。衣
服を縫えば増加すると言われ、投資すれば成功します。
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■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■21日の基本の運気と風水暦
埋葬、棟上げ、建築、地鎮祭は吉。この日は大悪日で、あまり動かない方が良いでしょう
。訴訟事・争いごとは負けます。家を建てれば火中に入るようで、万事に手を出してはい
けません。また衣を縫えば必ず衣類を滅じると言われ投資すれば損害を被る日です。しか
し政治家や企業の経営者が公事のために実力行使で改革を行うには吉です。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■22日の基本の運気と風水暦
神社参りや祝い事を行う日です。この日は大吉ですから、何事も進み、相談に加わり、決
断よく行えば吉。願望成就の日です。神事、祭礼、祈祷などを信心すると、ますます利益
があります。しかし人を埋葬すれば、死人重なり損耗が続きます。衣服の新調や大きな買
物、投資には大凶ですので新規事業の開始や家の増改築などは凶。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■23日の基本の運気と風水暦
植樹、埋葬、建築、棟上げ、地鎮祭、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は
大吉ですから、神を祈り、すべて柔和に対処し、順逆を守り、決断よく進むのがよろしい
。安久の事をするのにふさわしい和合を得る日です。田宅を買い、家の造作・移転など福
禄を増すことができます。しかし談判・争い事などは急がない方がよろしい。葬儀をこの
日に出せば子孫が永く久しく続き、この日に婚姻すると子や孫が出来、福寿を全うするこ
とができます。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
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■24日の基本の運気と風水暦
築墓をすると、破財やひどい時には死人が出るなど大凶。地鎮祭、建築、棟上げ、不動産
の売買は、色々な災難を引き起こします。この日は大悪日ですから、何事もしてはいけま
せん。相談事が出てきて後悔することになります。したがって、金銭の取引をすれば財産
・宝物を失います。また病にかかれば長引き、大病となるでしょう。葬式を出すのも凶で
す。しかしこの日は、新居への移転、入学及び事業の開始、結婚式など物事のスタートを
するには吉日です。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『業の日』
業は文字どおり仕事の業を意味しており、やることなすこと全て吉となる日です。特に実
利を得たい商談やビジネス、投資に関してはどんどんと押しすすめても良い日です。
■25日の基本の運気と風水暦
造橋、家屋の修繕、建築、地鎮祭、棟上げ、道路の修繕など物事の事始めの行事は吉。こ
の日は投資、商談、販売、入学、開店、売買、その他契約事をまとめるのに吉。特に競争
して勝たなければならない裁判などの掛け合い事に勝てる日です。しかし、葬式を出すの
は凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■26日の基本の運気と風水暦
土地の売買、土の入替え、棟上げ、家屋の取引、橋の建造、道路の修繕は吉。この日は平
らかに吉日です。静かな行いをし、天を祭るのに吉。何事も成就します。無理をしてはい
けません。しかし衣服を新調すると離別し、また薬を飲むには凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■27日の基本の運気と風水暦
鬼門日となり、棟上げ、地鎮祭、不動産の売買、縁談や商談や裁判などの掛け合い事は大
凶。しかし神事・祭礼・祈祷初め、人事の発表や新製品の発表会など公の行事を行うには
この日は大吉です。また衣類を新調したり、大きな買物には吉日。旅立ちは凶。家屋の造
作をすると、にわかに人命を損なうことがあるでしょう。
(著作)
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■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■28日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋及び土地の売買、地鎮祭など物事の事始めの行事などは凶。この日は大悪日
ですから、剛猛をなし、反対する一派を伐ち、悪を除くなど過激な行いをするのには吉。
大きな買物や衣服の新調にはしないほうが良いでしょう。また埋葬は凶。また口舌事や心
配事をかもす日ですから新規の新規の事業に関係してはいけません。いろいろな事を勧め
に来る人がいますから、注意が必要です。しかし、結納を交わし、新居に移り、旅行をす
るには吉。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■29日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋その他の修繕、地鎮祭、用水路の工事など物事の事始めの行事は凶。この日
は混沌とした悪日です。物事に間違いが多く、遂に他人と争いを生じる事があります。婚
礼すると争い事が出来、離縁となります。すべて交渉事がまとまらず、目上の人に逆らえ
ば損をすることがあります。衣服を新調したり、投資、大きな買物はしないほうが良いで
しょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■30日の基本の運気と風水暦
建て増し、高層建築の修繕、用水路の工事は吉。この日は良い出会い、良い結婚、良い就
職、良い指導、良い買物など色々と良い事がある日です。婚姻をすると家内和合して繁盛
する基礎を築くことになります。万事がうまく運び成就するので、決断して前進すべきで
す。しかし、みだりに他人の勧めに乗ってはいけません。災難にあうことがあります。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
(著作)
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暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■31日の基本の運気と風水暦
葬式、建て増し、建築は凶。すべて安久の事をするのに吉。つまり物事をスタートする事
、例えば、種蒔き、旅行、衣類の新調、住宅の購入などを行うには吉の日です。しかしこ
の日は大悪日なので、強引に進むと万事が破壊され災難にあうことがあります。他人と争
いを生む日であるから、ひかえめにしている心がけが大切です。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。

(著作)
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あなたの健康管理と1月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年1月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)ぶり、ひらめ、たい、かれい、たら、わかさぎ、ずわいがに、はまぐり、かき
(2)ほうれん草、大根、みかん、りんご
(3)おせち、雑煮、ちりなべ、湯豆腐、ぶりの照焼き、おしるこ
■健康管理
インフルエンザにかからぬように過労を避け、体を冷やさないように。
暖房器具の使用に関しては適度の換気、適度の湿度の保持、子供の火傷に注意。

■1日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋その他の修繕、地鎮祭、用水路の工事など物事の事始めの行事は凶。この日
は混沌とした悪日です。物事に間違いが多く、遂に他人と争いを生じる事があります。婚
礼すると争い事が出来、離縁となります。すべて交渉事がまとまらず、目上の人に逆らえ
ば損をすることがあります。衣服を新調したり、投資、大きな買物はしないほうが良いで
しょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。

(著作)
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■2日の基本の運気と風水暦
建て増し、高層建築の修繕、用水路の工事は吉。この日は良い出会い、良い結婚、良い就
職、良い指導、良い買物など色々と良い事がある日です。婚姻をすると家内和合して繁盛
する基礎を築くことになります。万事がうまく運び成就するので、決断して前進すべきで
す。しかし、みだりに他人の勧めに乗ってはいけません。災難にあうことがあります。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■3日の基本の運気と風水暦
葬式、建て増し、建築は凶。すべて安久の事をするのに吉。つまり物事をスタートする事
、例えば、種蒔き、旅行、衣類の新調、住宅の購入などを行うには吉の日です。しかしこ
の日は大悪日なので、強引に進むと万事が破壊され災難にあうことがあります。他人と争
いを生む日であるから、ひかえめにしている心がけが大切です。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■4日の基本の運気と風水暦
棟上げ、普請、婚礼、旅立ち、不動産の売買、地鎮祭、移転など物事の事始めの行事は吉
。この日は地所・建物等の売買を急いで行うと利益を得ます。しかし不意に勧められ油断
し、迷ってはいけません。そのようなことをすると思わぬ損失をこうむることがあるでし
ょう。遠く外国へ行き、芸事を学ぶのによい。葬礼をすると子孫長久の基となります。こ
の日は、北方に向かって行くと大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■5日の基本の運気と風水暦
建築、地鎮祭など物事の事始めの行事を行うのは大変吉。築墓、修復などは、凶。この日
は万事積極的に進めるのによく、衣服の新調や大きな買物も良いでしょう。婚姻、祝い事
どれも成就する吉日です。また、家を造作すれば繁栄し、結婚すれば立派な子供を生むこ
とができます。しかし埋葬をすると禍が来るでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『胎の日』
(著作)
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胎は文字どおり母親の体内にいる状態を意味し、自分では身動きできない状態です。仕事
は忙しくなり振り回されるようになります。自分から発動するというよりも外部から色々
なことが自分に向かって発動される日となります。あまり自分から進んで物事を始める時
ではありません。
■6日の基本の運気と風水暦
修復、地鎮祭、棟上げは凶。この日は婚礼・結納の交換、動物を飼育すること、金銭を納
めるなどに吉。とくに金銭、結婚には大吉なので急いで行うとよろしい。しかし、造作、
移転、旅立ちには凶。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■7日の基本の運気と風水暦
土木工事、地鎮祭、棟上げなど物事の事始めの行事には大凶。しかしこの日は婚姻・入宅
・店開き、蔵建て、別宅、種蒔き、要害を築き出陣するのに大吉。何事も発展、発達する
という意味がこの日にはありますが、新規の事業を始めるのは悪いので、無理をしてはい
けません。大きな買物や衣服の新調は大凶。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■8日の基本の運気と風水暦
家屋の修繕、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は棟上げ・造作、田園
を求め、新規の品を使い始め、また分居、旅行、理髪等には上吉なので、万事決断を行っ
て進行成就させるべきです。他人の助けを得ることができます。衣服の新調や大きな買物
には良いでしょう。ことに交わりを結び、婚姻・慶事に最もよろしい。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■9日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭は凶。この日は公的な行事、神仏を祭る、公的事業、入宅・入部等
、身を治め巧徳を修めるのに吉です。みだりに財を出し、この日に返済するのはよくあり
ません。また造作、婚姻には大凶です。三日以内に災いをこうむります。その他、移転、
旅立ちなどすべて悪く、とくに埋葬すると死人が重なると理解しておくべきです。
■あなたの場合の開運暦
(著作)
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『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■10日の基本の運気と風水暦
棟上げ、地鎮祭、建築、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は薬を飲むのに
大吉。婚姻すれば立派な子が生まれ、造作すれば天恩を得ます。店開き、旅行なども吉。
掛け合い事・交渉事は必ず勝ちます。先んじると人を制し、後れれば人に制せられます。
しかし、衣服の新調や大きな買物には良くありません。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■11日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は掛け合い事、開店、普請な
どには大吉。何事も進めば有利になる日です。また衣類を裁てば愛敬を受け、手持ちの数
が結果的に増すことになります。だからエプロンでもよいから仕立てるべきです。埋葬す
ると大凶。三年以内に大難にあいます。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■12日の基本の運気と風水暦
地鎮祭、建築、棟上げなど物事の事始めの行事は吉。「墓」の修繕、埋葬は凶。この日は
平らで吉日です。なかでも車などの大きな買物、別棟の建造、井戸掘り、投資などよく、
衣類を裁つと財宝を招き、職を受け、安泰に月日を送れるといいます。また婚姻事、すべ
ての望み事が順調に進むので幸福になります。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■13日の基本の運気と風水暦
この日は建築は非常に不利。しかしこの日は公事つまり、ライバルを除外し、組織の改革
(著作)
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、研修などをするのに限ってはみな吉です。もろもろの貴勝も事に供養するにはよろしい
。しかし、造作・引越し、店開きなどは火難があり、また婚礼をすれば幸いが変じて禍い
となる悪日です。口論、裁判、大きな商談などは、苦情があるので慎重にすべきです。ま
た競争の事は凶。衣服の新調は非常に凶で死ぬ者もいます。とくに埋葬は大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■14日の基本の運気と風水暦
この日は建築、棟上げ、地鎮祭は大凶となり、これを犯すと後日大変に苦労をします。こ
の日はもろもろの急速に事をなすのにはよろしい。しかし大悪日ですからじっくりとなす
べきでない事は行動してはいけません。損失を受けるので人の世話事に立ち入ってはいけ
ません。しかし衣服を新調したり大きな買物は良いでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『命宿の日』
自分の宿命と同じ星の日です。良きにつけ悪しきにつけ自分の運命を左右する決定的な出
来事が起こるとしたらこの日です。結婚、生死、昇進などがあります。心情的には神経が
たかぶっていますので、慎重にものごとを決め、行動すべき日であって安易に物事を進め
る時ではありません。身辺の整理し、今までの事柄を片づけて新しい出発に準備する時で
す。
■15日の基本の運気と風水暦
この日は建築、棟上げ、地鎮祭は大凶となり、これを犯すと後日大変に苦労をします。こ
の日はもろもろの急速に事をなすのにはよろしい。しかし大悪日ですからじっくりとなす
べきでない事は行動してはいけません。損失を受けるので人の世話事に立ち入ってはいけ
ません。しかし衣服を新調したり大きな買物は良いでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『命宿の日』
自分の宿命と同じ星の日です。良きにつけ悪しきにつけ自分の運命を左右する決定的な出
来事が起こるとしたらこの日です。結婚、生死、昇進などがあります。心情的には神経が
たかぶっていますので、慎重にものごとを決め、行動すべき日であって安易に物事を進め
る時ではありません。身辺の整理し、今までの事柄を片づけて新しい出発に準備する時で
す。
■16日の基本の運気と風水暦
公道・私道を問わず土木修繕工事、埋葬、棟上げ、地鎮祭、建築、墓の修繕は大凶。この
日は悪日で、万事豊かではありませんので、何事にも手を出してはいけません。婚礼すれ
ば子供は盗賊となります。また造作すると災難にあい、転売すれば大難にあう事がありま
す。子供が水厄にあう日だから注意せねばなりません。財を納めるのに吉で、財を出すの
に凶の日。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
(著作)
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服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■17日の基本の運気と風水暦
不動産の売買、神仏の安置、葬式、棟上げ、地鎮祭、井戸掘り、室内装飾及び設備の工事
、家屋の修繕は吉。この日は貴い吉日なので威厳のあること、正義の事柄をなすのによろ
しい。また剛猛な事も吉。地割れ・地ならし、移住、柱立て、婚姻、開店等も別して吉で
す。造作・畳替え、人の雇用も上吉。しかし衣類の新調には注意です。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■18日の基本の運気と風水暦
埋葬、道路の修繕と舗装、家屋や田畑及び土地の売買、建築、棟上げ、地鎮祭は吉。この
日は大吉で、すべて善いことをするのによろしい。家を建て、造作すれば、家内繁盛し長
寿で憂いを除きます。また婚姻すれば孝行な子供を産むといいます。万事進んで勝利を得
る日なので、掛け合い事をするのによく、また衣服を縫えば多くの財貨を得る吉日です。
しかしこの日は南方に行くのは大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■19日の基本の運気と風水暦
建築及び増改築の計画をたてるには吉。この日は新規事業を始めるには非常に悪い日です
。したがって商談や競争などの掛け合い事はしない方が良く、人の世話で無理にやれば必
ず災いがあります。店開き、旅立ち、埋葬は大凶です。不時の損失が続くでしょう。しか
し衣の新調・新着、大きな買物や投資をすれば宝器を得ることができる吉日でもあります
。すべて和善の事、急速の事をするのによろしい。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■20日の基本の運気と風水暦
煙突の火入れは吉。この日はきわめて平らな上吉日です。諸事望み通り急ぎ進んでよろし
い。ことに商談や競争なその掛け合い事は急がねば損をすることがあります。柱を立て、
門を開けば子孫繁盛し、造作すれば福を招き、婚姻すれば良い子を産む上吉の日です。衣
服を縫えば増加すると言われ、投資すれば成功します。

(著作)
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■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■21日の基本の運気と風水暦
埋葬、棟上げ、建築、地鎮祭は吉。この日は大悪日で、あまり動かない方が良いでしょう
。訴訟事・争いごとは負けます。家を建てれば火中に入るようで、万事に手を出してはい
けません。また衣を縫えば必ず衣類を滅じると言われ投資すれば損害を被る日です。しか
し政治家や企業の経営者が公事のために実力行使で改革を行うには吉です。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■22日の基本の運気と風水暦
神社参りや祝い事を行う日です。この日は大吉ですから、何事も進み、相談に加わり、決
断よく行えば吉。願望成就の日です。神事、祭礼、祈祷などを信心すると、ますます利益
があります。しかし人を埋葬すれば、死人重なり損耗が続きます。衣服の新調や大きな買
物、投資には大凶ですので新規事業の開始や家の増改築などは凶。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■23日の基本の運気と風水暦
植樹、埋葬、建築、棟上げ、地鎮祭、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は
大吉ですから、神を祈り、すべて柔和に対処し、順逆を守り、決断よく進むのがよろしい
。安久の事をするのにふさわしい和合を得る日です。田宅を買い、家の造作・移転など福
禄を増すことができます。しかし談判・争い事などは急がない方がよろしい。葬儀をこの
日に出せば子孫が永く久しく続き、この日に婚姻すると子や孫が出来、福寿を全うするこ
とができます。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。

(著作)
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■24日の基本の運気と風水暦
築墓をすると、破財やひどい時には死人が出るなど大凶。地鎮祭、建築、棟上げ、不動産
の売買は、色々な災難を引き起こします。この日は大悪日ですから、何事もしてはいけま
せん。相談事が出てきて後悔することになります。したがって、金銭の取引をすれば財産
・宝物を失います。また病にかかれば長引き、大病となるでしょう。葬式を出すのも凶で
す。しかしこの日は、新居への移転、入学及び事業の開始、結婚式など物事のスタートを
するには吉日です。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『業の日』
業は文字どおり仕事の業を意味しており、やることなすこと全て吉となる日です。特に実
利を得たい商談やビジネス、投資に関してはどんどんと押しすすめても良い日です。
■25日の基本の運気と風水暦
造橋、家屋の修繕、建築、地鎮祭、棟上げ、道路の修繕など物事の事始めの行事は吉。こ
の日は投資、商談、販売、入学、開店、売買、その他契約事をまとめるのに吉。特に競争
して勝たなければならない裁判などの掛け合い事に勝てる日です。しかし、葬式を出すの
は凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■26日の基本の運気と風水暦
土地の売買、土の入替え、棟上げ、家屋の取引、橋の建造、道路の修繕は吉。この日は平
らかに吉日です。静かな行いをし、天を祭るのに吉。何事も成就します。無理をしてはい
けません。しかし衣服を新調すると離別し、また薬を飲むには凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■27日の基本の運気と風水暦
鬼門日となり、棟上げ、地鎮祭、不動産の売買、縁談や商談や裁判などの掛け合い事は大
凶。しかし神事・祭礼・祈祷初め、人事の発表や新製品の発表会など公の行事を行うには
この日は大吉です。また衣類を新調したり、大きな買物には吉日。旅立ちは凶。家屋の造
作をすると、にわかに人命を損なうことがあるでしょう。
(著作)
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■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■28日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋及び土地の売買、地鎮祭など物事の事始めの行事などは凶。この日は大悪日
ですから、剛猛をなし、反対する一派を伐ち、悪を除くなど過激な行いをするのには吉。
大きな買物や衣服の新調にはしないほうが良いでしょう。また埋葬は凶。また口舌事や心
配事をかもす日ですから新規の新規の事業に関係してはいけません。いろいろな事を勧め
に来る人がいますから、注意が必要です。しかし、結納を交わし、新居に移り、旅行をす
るには吉。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■29日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋その他の修繕、地鎮祭、用水路の工事など物事の事始めの行事は凶。この日
は混沌とした悪日です。物事に間違いが多く、遂に他人と争いを生じる事があります。婚
礼すると争い事が出来、離縁となります。すべて交渉事がまとまらず、目上の人に逆らえ
ば損をすることがあります。衣服を新調したり、投資、大きな買物はしないほうが良いで
しょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■30日の基本の運気と風水暦
建て増し、高層建築の修繕、用水路の工事は吉。この日は良い出会い、良い結婚、良い就
職、良い指導、良い買物など色々と良い事がある日です。婚姻をすると家内和合して繁盛
する基礎を築くことになります。万事がうまく運び成就するので、決断して前進すべきで
す。しかし、みだりに他人の勧めに乗ってはいけません。災難にあうことがあります。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
(著作)
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暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■31日の基本の運気と風水暦
葬式、建て増し、建築は凶。すべて安久の事をするのに吉。つまり物事をスタートする事
、例えば、種蒔き、旅行、衣類の新調、住宅の購入などを行うには吉の日です。しかしこ
の日は大悪日なので、強引に進むと万事が破壊され災難にあうことがあります。他人と争
いを生む日であるから、ひかえめにしている心がけが大切です。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。

(著作)
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あなたの健康管理と3月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年3月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)しらうお、さより、こち、かれい、さわら、めばる、あまだい、あいなめ、ま
ぐろ、さざえ、はまぐり、貝類全般
(2)わけぎ、あさつき、春キヤベツ、にら、ふき、うど、たけのこ、菜の花、よも
ぎ、つくし、雑柑類
(3)たけのこご飯、ふきご飯、さざえつぼ焼、かれい煮つけ、空揚げ、草餅、おは
ぎ
■健康管理
眼やノドの病気対策として手や顔の洗浄と洗顔のを良くすること。
年度末でストレスが蓄積する、適度の運動や家族のだんらんを心がけること。

■1日の基本の運気と風水暦
棟上げ、普請、婚礼、旅立ち、不動産の売買、地鎮祭、移転など物事の事始めの行事は吉
。この日は地所・建物等の売買を急いで行うと利益を得ます。しかし不意に勧められ油断
し、迷ってはいけません。そのようなことをすると思わぬ損失をこうむることがあるでし
ょう。遠く外国へ行き、芸事を学ぶのによい。葬礼をすると子孫長久の基となります。こ
の日は、北方に向かって行くと大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。

(著作)
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■2日の基本の運気と風水暦
建築、地鎮祭など物事の事始めの行事を行うのは大変吉。築墓、修復などは、凶。この日
は万事積極的に進めるのによく、衣服の新調や大きな買物も良いでしょう。婚姻、祝い事
どれも成就する吉日です。また、家を造作すれば繁栄し、結婚すれば立派な子供を生むこ
とができます。しかし埋葬をすると禍が来るでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『胎の日』
胎は文字どおり母親の体内にいる状態を意味し、自分では身動きできない状態です。仕事
は忙しくなり振り回されるようになります。自分から発動するというよりも外部から色々
なことが自分に向かって発動される日となります。あまり自分から進んで物事を始める時
ではありません。
■3日の基本の運気と風水暦
修復、地鎮祭、棟上げは凶。この日は婚礼・結納の交換、動物を飼育すること、金銭を納
めるなどに吉。とくに金銭、結婚には大吉なので急いで行うとよろしい。しかし、造作、
移転、旅立ちには凶。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■4日の基本の運気と風水暦
土木工事、地鎮祭、棟上げなど物事の事始めの行事には大凶。しかしこの日は婚姻・入宅
・店開き、蔵建て、別宅、種蒔き、要害を築き出陣するのに大吉。何事も発展、発達する
という意味がこの日にはありますが、新規の事業を始めるのは悪いので、無理をしてはい
けません。大きな買物や衣服の新調は大凶。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■5日の基本の運気と風水暦
家屋の修繕、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は棟上げ・造作、田園
を求め、新規の品を使い始め、また分居、旅行、理髪等には上吉なので、万事決断を行っ
て進行成就させるべきです。他人の助けを得ることができます。衣服の新調や大きな買物
には良いでしょう。ことに交わりを結び、婚姻・慶事に最もよろしい。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
(著作)
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■6日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭は凶。この日は公的な行事、神仏を祭る、公的事業、入宅・入部等
、身を治め巧徳を修めるのに吉です。みだりに財を出し、この日に返済するのはよくあり
ません。また造作、婚姻には大凶です。三日以内に災いをこうむります。その他、移転、
旅立ちなどすべて悪く、とくに埋葬すると死人が重なると理解しておくべきです。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■7日の基本の運気と風水暦
棟上げ、地鎮祭、建築、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は薬を飲むのに
大吉。婚姻すれば立派な子が生まれ、造作すれば天恩を得ます。店開き、旅行なども吉。
掛け合い事・交渉事は必ず勝ちます。先んじると人を制し、後れれば人に制せられます。
しかし、衣服の新調や大きな買物には良くありません。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■8日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は掛け合い事、開店、普請な
どには大吉。何事も進めば有利になる日です。また衣類を裁てば愛敬を受け、手持ちの数
が結果的に増すことになります。だからエプロンでもよいから仕立てるべきです。埋葬す
ると大凶。三年以内に大難にあいます。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■9日の基本の運気と風水暦
地鎮祭、建築、棟上げなど物事の事始めの行事は吉。「墓」の修繕、埋葬は凶。この日は
平らで吉日です。なかでも車などの大きな買物、別棟の建造、井戸掘り、投資などよく、
衣類を裁つと財宝を招き、職を受け、安泰に月日を送れるといいます。また婚姻事、すべ
ての望み事が順調に進むので幸福になります。
■あなたの場合の開運暦
(著作)
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『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■10日の基本の運気と風水暦
この日は建築は非常に不利。しかしこの日は公事つまり、ライバルを除外し、組織の改革
、研修などをするのに限ってはみな吉です。もろもろの貴勝も事に供養するにはよろしい
。しかし、造作・引越し、店開きなどは火難があり、また婚礼をすれば幸いが変じて禍い
となる悪日です。口論、裁判、大きな商談などは、苦情があるので慎重にすべきです。ま
た競争の事は凶。衣服の新調は非常に凶で死ぬ者もいます。とくに埋葬は大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■11日の基本の運気と風水暦
この日は建築、棟上げ、地鎮祭は大凶となり、これを犯すと後日大変に苦労をします。こ
の日はもろもろの急速に事をなすのにはよろしい。しかし大悪日ですからじっくりとなす
べきでない事は行動してはいけません。損失を受けるので人の世話事に立ち入ってはいけ
ません。しかし衣服を新調したり大きな買物は良いでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『命宿の日』
自分の宿命と同じ星の日です。良きにつけ悪しきにつけ自分の運命を左右する決定的な出
来事が起こるとしたらこの日です。結婚、生死、昇進などがあります。心情的には神経が
たかぶっていますので、慎重にものごとを決め、行動すべき日であって安易に物事を進め
る時ではありません。身辺の整理し、今までの事柄を片づけて新しい出発に準備する時で
す。
■12日の基本の運気と風水暦
公道・私道を問わず土木修繕工事、埋葬、棟上げ、地鎮祭、建築、墓の修繕は大凶。この
日は悪日で、万事豊かではありませんので、何事にも手を出してはいけません。婚礼すれ
ば子供は盗賊となります。また造作すると災難にあい、転売すれば大難にあう事がありま
す。子供が水厄にあう日だから注意せねばなりません。財を納めるのに吉で、財を出すの
に凶の日。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■13日の基本の運気と風水暦
不動産の売買、神仏の安置、葬式、棟上げ、地鎮祭、井戸掘り、室内装飾及び設備の工事
、家屋の修繕は吉。この日は貴い吉日なので威厳のあること、正義の事柄をなすのによろ
しい。また剛猛な事も吉。地割れ・地ならし、移住、柱立て、婚姻、開店等も別して吉で
(著作)
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す。造作・畳替え、人の雇用も上吉。しかし衣類の新調には注意です。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■14日の基本の運気と風水暦
埋葬、道路の修繕と舗装、家屋や田畑及び土地の売買、建築、棟上げ、地鎮祭は吉。この
日は大吉で、すべて善いことをするのによろしい。家を建て、造作すれば、家内繁盛し長
寿で憂いを除きます。また婚姻すれば孝行な子供を産むといいます。万事進んで勝利を得
る日なので、掛け合い事をするのによく、また衣服を縫えば多くの財貨を得る吉日です。
しかしこの日は南方に行くのは大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■15日の基本の運気と風水暦
建築及び増改築の計画をたてるには吉。この日は新規事業を始めるには非常に悪い日です
。したがって商談や競争などの掛け合い事はしない方が良く、人の世話で無理にやれば必
ず災いがあります。店開き、旅立ち、埋葬は大凶です。不時の損失が続くでしょう。しか
し衣の新調・新着、大きな買物や投資をすれば宝器を得ることができる吉日でもあります
。すべて和善の事、急速の事をするのによろしい。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■16日の基本の運気と風水暦
建築及び増改築の計画をたてるには吉。この日は新規事業を始めるには非常に悪い日です
。したがって商談や競争などの掛け合い事はしない方が良く、人の世話で無理にやれば必
ず災いがあります。店開き、旅立ち、埋葬は大凶です。不時の損失が続くでしょう。しか
し衣の新調・新着、大きな買物や投資をすれば宝器を得ることができる吉日でもあります
。すべて和善の事、急速の事をするのによろしい。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
(著作)
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■17日の基本の運気と風水暦
煙突の火入れは吉。この日はきわめて平らな上吉日です。諸事望み通り急ぎ進んでよろし
い。ことに商談や競争なその掛け合い事は急がねば損をすることがあります。柱を立て、
門を開けば子孫繁盛し、造作すれば福を招き、婚姻すれば良い子を産む上吉の日です。衣
服を縫えば増加すると言われ、投資すれば成功します。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■18日の基本の運気と風水暦
埋葬、棟上げ、建築、地鎮祭は吉。この日は大悪日で、あまり動かない方が良いでしょう
。訴訟事・争いごとは負けます。家を建てれば火中に入るようで、万事に手を出してはい
けません。また衣を縫えば必ず衣類を滅じると言われ投資すれば損害を被る日です。しか
し政治家や企業の経営者が公事のために実力行使で改革を行うには吉です。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■19日の基本の運気と風水暦
神社参りや祝い事を行う日です。この日は大吉ですから、何事も進み、相談に加わり、決
断よく行えば吉。願望成就の日です。神事、祭礼、祈祷などを信心すると、ますます利益
があります。しかし人を埋葬すれば、死人重なり損耗が続きます。衣服の新調や大きな買
物、投資には大凶ですので新規事業の開始や家の増改築などは凶。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■20日の基本の運気と風水暦
植樹、埋葬、建築、棟上げ、地鎮祭、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は
大吉ですから、神を祈り、すべて柔和に対処し、順逆を守り、決断よく進むのがよろしい
。安久の事をするのにふさわしい和合を得る日です。田宅を買い、家の造作・移転など福
禄を増すことができます。しかし談判・争い事などは急がない方がよろしい。葬儀をこの
日に出せば子孫が永く久しく続き、この日に婚姻すると子や孫が出来、福寿を全うするこ
とができます。

(著作)
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■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■21日の基本の運気と風水暦
築墓をすると、破財やひどい時には死人が出るなど大凶。地鎮祭、建築、棟上げ、不動産
の売買は、色々な災難を引き起こします。この日は大悪日ですから、何事もしてはいけま
せん。相談事が出てきて後悔することになります。したがって、金銭の取引をすれば財産
・宝物を失います。また病にかかれば長引き、大病となるでしょう。葬式を出すのも凶で
す。しかしこの日は、新居への移転、入学及び事業の開始、結婚式など物事のスタートを
するには吉日です。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『業の日』
業は文字どおり仕事の業を意味しており、やることなすこと全て吉となる日です。特に実
利を得たい商談やビジネス、投資に関してはどんどんと押しすすめても良い日です。
■22日の基本の運気と風水暦
造橋、家屋の修繕、建築、地鎮祭、棟上げ、道路の修繕など物事の事始めの行事は吉。こ
の日は投資、商談、販売、入学、開店、売買、その他契約事をまとめるのに吉。特に競争
して勝たなければならない裁判などの掛け合い事に勝てる日です。しかし、葬式を出すの
は凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■23日の基本の運気と風水暦
土地の売買、土の入替え、棟上げ、家屋の取引、橋の建造、道路の修繕は吉。この日は平
らかに吉日です。静かな行いをし、天を祭るのに吉。何事も成就します。無理をしてはい
けません。しかし衣服を新調すると離別し、また薬を飲むには凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
(著作)
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■24日の基本の運気と風水暦
鬼門日となり、棟上げ、地鎮祭、不動産の売買、縁談や商談や裁判などの掛け合い事は大
凶。しかし神事・祭礼・祈祷初め、人事の発表や新製品の発表会など公の行事を行うには
この日は大吉です。また衣類を新調したり、大きな買物には吉日。旅立ちは凶。家屋の造
作をすると、にわかに人命を損なうことがあるでしょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■25日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋及び土地の売買、地鎮祭など物事の事始めの行事などは凶。この日は大悪日
ですから、剛猛をなし、反対する一派を伐ち、悪を除くなど過激な行いをするのには吉。
大きな買物や衣服の新調にはしないほうが良いでしょう。また埋葬は凶。また口舌事や心
配事をかもす日ですから新規の新規の事業に関係してはいけません。いろいろな事を勧め
に来る人がいますから、注意が必要です。しかし、結納を交わし、新居に移り、旅行をす
るには吉。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■26日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋その他の修繕、地鎮祭、用水路の工事など物事の事始めの行事は凶。この日
は混沌とした悪日です。物事に間違いが多く、遂に他人と争いを生じる事があります。婚
礼すると争い事が出来、離縁となります。すべて交渉事がまとまらず、目上の人に逆らえ
ば損をすることがあります。衣服を新調したり、投資、大きな買物はしないほうが良いで
しょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■27日の基本の運気と風水暦
建て増し、高層建築の修繕、用水路の工事は吉。この日は良い出会い、良い結婚、良い就
職、良い指導、良い買物など色々と良い事がある日です。婚姻をすると家内和合して繁盛
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する基礎を築くことになります。万事がうまく運び成就するので、決断して前進すべきで
す。しかし、みだりに他人の勧めに乗ってはいけません。災難にあうことがあります。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■28日の基本の運気と風水暦
葬式、建て増し、建築は凶。すべて安久の事をするのに吉。つまり物事をスタートする事
、例えば、種蒔き、旅行、衣類の新調、住宅の購入などを行うには吉の日です。しかしこ
の日は大悪日なので、強引に進むと万事が破壊され災難にあうことがあります。他人と争
いを生む日であるから、ひかえめにしている心がけが大切です。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■29日の基本の運気と風水暦
棟上げ、普請、婚礼、旅立ち、不動産の売買、地鎮祭、移転など物事の事始めの行事は吉
。この日は地所・建物等の売買を急いで行うと利益を得ます。しかし不意に勧められ油断
し、迷ってはいけません。そのようなことをすると思わぬ損失をこうむることがあるでし
ょう。遠く外国へ行き、芸事を学ぶのによい。葬礼をすると子孫長久の基となります。こ
の日は、北方に向かって行くと大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■30日の基本の運気と風水暦
建築、地鎮祭など物事の事始めの行事を行うのは大変吉。築墓、修復などは、凶。この日
は万事積極的に進めるのによく、衣服の新調や大きな買物も良いでしょう。婚姻、祝い事
どれも成就する吉日です。また、家を造作すれば繁栄し、結婚すれば立派な子供を生むこ
とができます。しかし埋葬をすると禍が来るでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『胎の日』
胎は文字どおり母親の体内にいる状態を意味し、自分では身動きできない状態です。仕事
は忙しくなり振り回されるようになります。自分から発動するというよりも外部から色々
なことが自分に向かって発動される日となります。あまり自分から進んで物事を始める時
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ではありません。
■31日の基本の運気と風水暦
修復、地鎮祭、棟上げは凶。この日は婚礼・結納の交換、動物を飼育すること、金銭を納
めるなどに吉。とくに金銭、結婚には大吉なので急いで行うとよろしい。しかし、造作、
移転、旅立ちには凶。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。

(著作)
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あなたの健康管理と4月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年4月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)たい、さわら、おこぜ、きす、あいなめ、とびうお、にしん、はまぐり、あさ
り、帆立貝、さざえ
(2)たけのこ、せり、うど、みょうが、わらび、ぜんまい、グリンピース、たか菜
、新ごぼう、いちご、夏みかん
(3)たいの刺身、たいの潮汁、山菜の炊き込みご飯、若竹煮、花見弁当、花見だん
ご
■健康管理
天候が不順なため心臓などに病気のある人は要注意です。
花粉アレルギーや植物によるカブレが増える時期です。
湿疹・にきび・水虫など皮膚の病気の時期に入りますので、皮膚を清潔に保つこ
と。
強い紫外線を避け洗眼を励行して、眼を保護するしましょう。

■1日の基本の運気と風水暦
土木工事、地鎮祭、棟上げなど物事の事始めの行事には大凶。しかしこの日は婚姻・入宅
・店開き、蔵建て、別宅、種蒔き、要害を築き出陣するのに大吉。何事も発展、発達する
という意味がこの日にはありますが、新規の事業を始めるのは悪いので、無理をしてはい
けません。大きな買物や衣服の新調は大凶。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。

(著作)
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■2日の基本の運気と風水暦
家屋の修繕、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は棟上げ・造作、田園
を求め、新規の品を使い始め、また分居、旅行、理髪等には上吉なので、万事決断を行っ
て進行成就させるべきです。他人の助けを得ることができます。衣服の新調や大きな買物
には良いでしょう。ことに交わりを結び、婚姻・慶事に最もよろしい。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■3日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭は凶。この日は公的な行事、神仏を祭る、公的事業、入宅・入部等
、身を治め巧徳を修めるのに吉です。みだりに財を出し、この日に返済するのはよくあり
ません。また造作、婚姻には大凶です。三日以内に災いをこうむります。その他、移転、
旅立ちなどすべて悪く、とくに埋葬すると死人が重なると理解しておくべきです。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■4日の基本の運気と風水暦
棟上げ、地鎮祭、建築、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は薬を飲むのに
大吉。婚姻すれば立派な子が生まれ、造作すれば天恩を得ます。店開き、旅行なども吉。
掛け合い事・交渉事は必ず勝ちます。先んじると人を制し、後れれば人に制せられます。
しかし、衣服の新調や大きな買物には良くありません。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■5日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は掛け合い事、開店、普請な
どには大吉。何事も進めば有利になる日です。また衣類を裁てば愛敬を受け、手持ちの数
が結果的に増すことになります。だからエプロンでもよいから仕立てるべきです。埋葬す
ると大凶。三年以内に大難にあいます。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
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たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■6日の基本の運気と風水暦
地鎮祭、建築、棟上げなど物事の事始めの行事は吉。「墓」の修繕、埋葬は凶。この日は
平らで吉日です。なかでも車などの大きな買物、別棟の建造、井戸掘り、投資などよく、
衣類を裁つと財宝を招き、職を受け、安泰に月日を送れるといいます。また婚姻事、すべ
ての望み事が順調に進むので幸福になります。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■7日の基本の運気と風水暦
この日は建築は非常に不利。しかしこの日は公事つまり、ライバルを除外し、組織の改革
、研修などをするのに限ってはみな吉です。もろもろの貴勝も事に供養するにはよろしい
。しかし、造作・引越し、店開きなどは火難があり、また婚礼をすれば幸いが変じて禍い
となる悪日です。口論、裁判、大きな商談などは、苦情があるので慎重にすべきです。ま
た競争の事は凶。衣服の新調は非常に凶で死ぬ者もいます。とくに埋葬は大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■8日の基本の運気と風水暦
この日は建築、棟上げ、地鎮祭は大凶となり、これを犯すと後日大変に苦労をします。こ
の日はもろもろの急速に事をなすのにはよろしい。しかし大悪日ですからじっくりとなす
べきでない事は行動してはいけません。損失を受けるので人の世話事に立ち入ってはいけ
ません。しかし衣服を新調したり大きな買物は良いでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『命宿の日』
自分の宿命と同じ星の日です。良きにつけ悪しきにつけ自分の運命を左右する決定的な出
来事が起こるとしたらこの日です。結婚、生死、昇進などがあります。心情的には神経が
たかぶっていますので、慎重にものごとを決め、行動すべき日であって安易に物事を進め
る時ではありません。身辺の整理し、今までの事柄を片づけて新しい出発に準備する時で
す。
■9日の基本の運気と風水暦
公道・私道を問わず土木修繕工事、埋葬、棟上げ、地鎮祭、建築、墓の修繕は大凶。この
日は悪日で、万事豊かではありませんので、何事にも手を出してはいけません。婚礼すれ
ば子供は盗賊となります。また造作すると災難にあい、転売すれば大難にあう事がありま
す。子供が水厄にあう日だから注意せねばなりません。財を納めるのに吉で、財を出すの
に凶の日。
(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■10日の基本の運気と風水暦
不動産の売買、神仏の安置、葬式、棟上げ、地鎮祭、井戸掘り、室内装飾及び設備の工事
、家屋の修繕は吉。この日は貴い吉日なので威厳のあること、正義の事柄をなすのによろ
しい。また剛猛な事も吉。地割れ・地ならし、移住、柱立て、婚姻、開店等も別して吉で
す。造作・畳替え、人の雇用も上吉。しかし衣類の新調には注意です。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■11日の基本の運気と風水暦
埋葬、道路の修繕と舗装、家屋や田畑及び土地の売買、建築、棟上げ、地鎮祭は吉。この
日は大吉で、すべて善いことをするのによろしい。家を建て、造作すれば、家内繁盛し長
寿で憂いを除きます。また婚姻すれば孝行な子供を産むといいます。万事進んで勝利を得
る日なので、掛け合い事をするのによく、また衣服を縫えば多くの財貨を得る吉日です。
しかしこの日は南方に行くのは大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■12日の基本の運気と風水暦
建築及び増改築の計画をたてるには吉。この日は新規事業を始めるには非常に悪い日です
。したがって商談や競争などの掛け合い事はしない方が良く、人の世話で無理にやれば必
ず災いがあります。店開き、旅立ち、埋葬は大凶です。不時の損失が続くでしょう。しか
し衣の新調・新着、大きな買物や投資をすれば宝器を得ることができる吉日でもあります
。すべて和善の事、急速の事をするのによろしい。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■13日の基本の運気と風水暦
(著作)
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煙突の火入れは吉。この日はきわめて平らな上吉日です。諸事望み通り急ぎ進んでよろし
い。ことに商談や競争なその掛け合い事は急がねば損をすることがあります。柱を立て、
門を開けば子孫繁盛し、造作すれば福を招き、婚姻すれば良い子を産む上吉の日です。衣
服を縫えば増加すると言われ、投資すれば成功します。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■14日の基本の運気と風水暦
埋葬、棟上げ、建築、地鎮祭は吉。この日は大悪日で、あまり動かない方が良いでしょう
。訴訟事・争いごとは負けます。家を建てれば火中に入るようで、万事に手を出してはい
けません。また衣を縫えば必ず衣類を滅じると言われ投資すれば損害を被る日です。しか
し政治家や企業の経営者が公事のために実力行使で改革を行うには吉です。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■15日の基本の運気と風水暦
神社参りや祝い事を行う日です。この日は大吉ですから、何事も進み、相談に加わり、決
断よく行えば吉。願望成就の日です。神事、祭礼、祈祷などを信心すると、ますます利益
があります。しかし人を埋葬すれば、死人重なり損耗が続きます。衣服の新調や大きな買
物、投資には大凶ですので新規事業の開始や家の増改築などは凶。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■16日の基本の運気と風水暦
植樹、埋葬、建築、棟上げ、地鎮祭、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は
大吉ですから、神を祈り、すべて柔和に対処し、順逆を守り、決断よく進むのがよろしい
。安久の事をするのにふさわしい和合を得る日です。田宅を買い、家の造作・移転など福
禄を増すことができます。しかし談判・争い事などは急がない方がよろしい。葬儀をこの
日に出せば子孫が永く久しく続き、この日に婚姻すると子や孫が出来、福寿を全うするこ
とができます。
■あなたの場合の開運暦
(著作)
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『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■17日の基本の運気と風水暦
築墓をすると、破財やひどい時には死人が出るなど大凶。地鎮祭、建築、棟上げ、不動産
の売買は、色々な災難を引き起こします。この日は大悪日ですから、何事もしてはいけま
せん。相談事が出てきて後悔することになります。したがって、金銭の取引をすれば財産
・宝物を失います。また病にかかれば長引き、大病となるでしょう。葬式を出すのも凶で
す。しかしこの日は、新居への移転、入学及び事業の開始、結婚式など物事のスタートを
するには吉日です。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『業の日』
業は文字どおり仕事の業を意味しており、やることなすこと全て吉となる日です。特に実
利を得たい商談やビジネス、投資に関してはどんどんと押しすすめても良い日です。
■18日の基本の運気と風水暦
造橋、家屋の修繕、建築、地鎮祭、棟上げ、道路の修繕など物事の事始めの行事は吉。こ
の日は投資、商談、販売、入学、開店、売買、その他契約事をまとめるのに吉。特に競争
して勝たなければならない裁判などの掛け合い事に勝てる日です。しかし、葬式を出すの
は凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■19日の基本の運気と風水暦
土地の売買、土の入替え、棟上げ、家屋の取引、橋の建造、道路の修繕は吉。この日は平
らかに吉日です。静かな行いをし、天を祭るのに吉。何事も成就します。無理をしてはい
けません。しかし衣服を新調すると離別し、また薬を飲むには凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。

(著作)
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■20日の基本の運気と風水暦
鬼門日となり、棟上げ、地鎮祭、不動産の売買、縁談や商談や裁判などの掛け合い事は大
凶。しかし神事・祭礼・祈祷初め、人事の発表や新製品の発表会など公の行事を行うには
この日は大吉です。また衣類を新調したり、大きな買物には吉日。旅立ちは凶。家屋の造
作をすると、にわかに人命を損なうことがあるでしょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■21日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋及び土地の売買、地鎮祭など物事の事始めの行事などは凶。この日は大悪日
ですから、剛猛をなし、反対する一派を伐ち、悪を除くなど過激な行いをするのには吉。
大きな買物や衣服の新調にはしないほうが良いでしょう。また埋葬は凶。また口舌事や心
配事をかもす日ですから新規の新規の事業に関係してはいけません。いろいろな事を勧め
に来る人がいますから、注意が必要です。しかし、結納を交わし、新居に移り、旅行をす
るには吉。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■22日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋その他の修繕、地鎮祭、用水路の工事など物事の事始めの行事は凶。この日
は混沌とした悪日です。物事に間違いが多く、遂に他人と争いを生じる事があります。婚
礼すると争い事が出来、離縁となります。すべて交渉事がまとまらず、目上の人に逆らえ
ば損をすることがあります。衣服を新調したり、投資、大きな買物はしないほうが良いで
しょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■23日の基本の運気と風水暦
建て増し、高層建築の修繕、用水路の工事は吉。この日は良い出会い、良い結婚、良い就
職、良い指導、良い買物など色々と良い事がある日です。婚姻をすると家内和合して繁盛
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する基礎を築くことになります。万事がうまく運び成就するので、決断して前進すべきで
す。しかし、みだりに他人の勧めに乗ってはいけません。災難にあうことがあります。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■24日の基本の運気と風水暦
葬式、建て増し、建築は凶。すべて安久の事をするのに吉。つまり物事をスタートする事
、例えば、種蒔き、旅行、衣類の新調、住宅の購入などを行うには吉の日です。しかしこ
の日は大悪日なので、強引に進むと万事が破壊され災難にあうことがあります。他人と争
いを生む日であるから、ひかえめにしている心がけが大切です。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■25日の基本の運気と風水暦
棟上げ、普請、婚礼、旅立ち、不動産の売買、地鎮祭、移転など物事の事始めの行事は吉
。この日は地所・建物等の売買を急いで行うと利益を得ます。しかし不意に勧められ油断
し、迷ってはいけません。そのようなことをすると思わぬ損失をこうむることがあるでし
ょう。遠く外国へ行き、芸事を学ぶのによい。葬礼をすると子孫長久の基となります。こ
の日は、北方に向かって行くと大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■26日の基本の運気と風水暦
建築、地鎮祭など物事の事始めの行事を行うのは大変吉。築墓、修復などは、凶。この日
は万事積極的に進めるのによく、衣服の新調や大きな買物も良いでしょう。婚姻、祝い事
どれも成就する吉日です。また、家を造作すれば繁栄し、結婚すれば立派な子供を生むこ
とができます。しかし埋葬をすると禍が来るでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『胎の日』
胎は文字どおり母親の体内にいる状態を意味し、自分では身動きできない状態です。仕事
は忙しくなり振り回されるようになります。自分から発動するというよりも外部から色々
なことが自分に向かって発動される日となります。あまり自分から進んで物事を始める時
(著作)
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ではありません。
■27日の基本の運気と風水暦
修復、地鎮祭、棟上げは凶。この日は婚礼・結納の交換、動物を飼育すること、金銭を納
めるなどに吉。とくに金銭、結婚には大吉なので急いで行うとよろしい。しかし、造作、
移転、旅立ちには凶。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■28日の基本の運気と風水暦
土木工事、地鎮祭、棟上げなど物事の事始めの行事には大凶。しかしこの日は婚姻・入宅
・店開き、蔵建て、別宅、種蒔き、要害を築き出陣するのに大吉。何事も発展、発達する
という意味がこの日にはありますが、新規の事業を始めるのは悪いので、無理をしてはい
けません。大きな買物や衣服の新調は大凶。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■29日の基本の運気と風水暦
家屋の修繕、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は棟上げ・造作、田園
を求め、新規の品を使い始め、また分居、旅行、理髪等には上吉なので、万事決断を行っ
て進行成就させるべきです。他人の助けを得ることができます。衣服の新調や大きな買物
には良いでしょう。ことに交わりを結び、婚姻・慶事に最もよろしい。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■30日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭は凶。この日は公的な行事、神仏を祭る、公的事業、入宅・入部等
、身を治め巧徳を修めるのに吉です。みだりに財を出し、この日に返済するのはよくあり
ません。また造作、婚姻には大凶です。三日以内に災いをこうむります。その他、移転、
旅立ちなどすべて悪く、とくに埋葬すると死人が重なると理解しておくべきです。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
(著作)
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商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。

(著作)
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あなたの健康管理と5月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年5月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)かつお、あじ、さより、まぐろ、とびうお、きす、あわび、うに、こい、どじ
ょう、やまめ
(2)新じゃが、新たまねぎ、新キヤベツ、さやえんどう、たけのこ、グリーンアス
パラガス、そら豆、夏みかん、いちご、プリンスメロン、さくらんぼ、新茶
(3)かつおのたたき、かつおのしょうが煮、鯉のあらい、じやがいものうま煮、そ
ら豆ご飯、ちまき、柏餅
■健康管理
結核検診の時期です。肺ガンの発見にも役立つので、平素健康診断を受けていな
い人は積極的に受けましょう。
予防接種。幼児に適度な日光浴をさせましょう。
不正大麻・けし撲滅運動（１日〜３０日）

■1日の基本の運気と風水暦
棟上げ、地鎮祭、建築、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は薬を飲むのに
大吉。婚姻すれば立派な子が生まれ、造作すれば天恩を得ます。店開き、旅行なども吉。
掛け合い事・交渉事は必ず勝ちます。先んじると人を制し、後れれば人に制せられます。
しかし、衣服の新調や大きな買物には良くありません。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。

(著作)
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■2日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は掛け合い事、開店、普請な
どには大吉。何事も進めば有利になる日です。また衣類を裁てば愛敬を受け、手持ちの数
が結果的に増すことになります。だからエプロンでもよいから仕立てるべきです。埋葬す
ると大凶。三年以内に大難にあいます。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■3日の基本の運気と風水暦
地鎮祭、建築、棟上げなど物事の事始めの行事は吉。「墓」の修繕、埋葬は凶。この日は
平らで吉日です。なかでも車などの大きな買物、別棟の建造、井戸掘り、投資などよく、
衣類を裁つと財宝を招き、職を受け、安泰に月日を送れるといいます。また婚姻事、すべ
ての望み事が順調に進むので幸福になります。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■4日の基本の運気と風水暦
この日は建築は非常に不利。しかしこの日は公事つまり、ライバルを除外し、組織の改革
、研修などをするのに限ってはみな吉です。もろもろの貴勝も事に供養するにはよろしい
。しかし、造作・引越し、店開きなどは火難があり、また婚礼をすれば幸いが変じて禍い
となる悪日です。口論、裁判、大きな商談などは、苦情があるので慎重にすべきです。ま
た競争の事は凶。衣服の新調は非常に凶で死ぬ者もいます。とくに埋葬は大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■5日の基本の運気と風水暦
この日は建築、棟上げ、地鎮祭は大凶となり、これを犯すと後日大変に苦労をします。こ
の日はもろもろの急速に事をなすのにはよろしい。しかし大悪日ですからじっくりとなす
べきでない事は行動してはいけません。損失を受けるので人の世話事に立ち入ってはいけ
ません。しかし衣服を新調したり大きな買物は良いでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『命宿の日』
(著作)
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自分の宿命と同じ星の日です。良きにつけ悪しきにつけ自分の運命を左右する決定的な出
来事が起こるとしたらこの日です。結婚、生死、昇進などがあります。心情的には神経が
たかぶっていますので、慎重にものごとを決め、行動すべき日であって安易に物事を進め
る時ではありません。身辺の整理し、今までの事柄を片づけて新しい出発に準備する時で
す。
■6日の基本の運気と風水暦
公道・私道を問わず土木修繕工事、埋葬、棟上げ、地鎮祭、建築、墓の修繕は大凶。この
日は悪日で、万事豊かではありませんので、何事にも手を出してはいけません。婚礼すれ
ば子供は盗賊となります。また造作すると災難にあい、転売すれば大難にあう事がありま
す。子供が水厄にあう日だから注意せねばなりません。財を納めるのに吉で、財を出すの
に凶の日。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■7日の基本の運気と風水暦
不動産の売買、神仏の安置、葬式、棟上げ、地鎮祭、井戸掘り、室内装飾及び設備の工事
、家屋の修繕は吉。この日は貴い吉日なので威厳のあること、正義の事柄をなすのによろ
しい。また剛猛な事も吉。地割れ・地ならし、移住、柱立て、婚姻、開店等も別して吉で
す。造作・畳替え、人の雇用も上吉。しかし衣類の新調には注意です。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■8日の基本の運気と風水暦
埋葬、道路の修繕と舗装、家屋や田畑及び土地の売買、建築、棟上げ、地鎮祭は吉。この
日は大吉で、すべて善いことをするのによろしい。家を建て、造作すれば、家内繁盛し長
寿で憂いを除きます。また婚姻すれば孝行な子供を産むといいます。万事進んで勝利を得
る日なので、掛け合い事をするのによく、また衣服を縫えば多くの財貨を得る吉日です。
しかしこの日は南方に行くのは大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■9日の基本の運気と風水暦
建築及び増改築の計画をたてるには吉。この日は新規事業を始めるには非常に悪い日です
。したがって商談や競争などの掛け合い事はしない方が良く、人の世話で無理にやれば必
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ず災いがあります。店開き、旅立ち、埋葬は大凶です。不時の損失が続くでしょう。しか
し衣の新調・新着、大きな買物や投資をすれば宝器を得ることができる吉日でもあります
。すべて和善の事、急速の事をするのによろしい。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■10日の基本の運気と風水暦
煙突の火入れは吉。この日はきわめて平らな上吉日です。諸事望み通り急ぎ進んでよろし
い。ことに商談や競争なその掛け合い事は急がねば損をすることがあります。柱を立て、
門を開けば子孫繁盛し、造作すれば福を招き、婚姻すれば良い子を産む上吉の日です。衣
服を縫えば増加すると言われ、投資すれば成功します。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■11日の基本の運気と風水暦
埋葬、棟上げ、建築、地鎮祭は吉。この日は大悪日で、あまり動かない方が良いでしょう
。訴訟事・争いごとは負けます。家を建てれば火中に入るようで、万事に手を出してはい
けません。また衣を縫えば必ず衣類を滅じると言われ投資すれば損害を被る日です。しか
し政治家や企業の経営者が公事のために実力行使で改革を行うには吉です。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■12日の基本の運気と風水暦
神社参りや祝い事を行う日です。この日は大吉ですから、何事も進み、相談に加わり、決
断よく行えば吉。願望成就の日です。神事、祭礼、祈祷などを信心すると、ますます利益
があります。しかし人を埋葬すれば、死人重なり損耗が続きます。衣服の新調や大きな買
物、投資には大凶ですので新規事業の開始や家の増改築などは凶。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
(著作)
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なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■13日の基本の運気と風水暦
植樹、埋葬、建築、棟上げ、地鎮祭、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は
大吉ですから、神を祈り、すべて柔和に対処し、順逆を守り、決断よく進むのがよろしい
。安久の事をするのにふさわしい和合を得る日です。田宅を買い、家の造作・移転など福
禄を増すことができます。しかし談判・争い事などは急がない方がよろしい。葬儀をこの
日に出せば子孫が永く久しく続き、この日に婚姻すると子や孫が出来、福寿を全うするこ
とができます。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■14日の基本の運気と風水暦
植樹、埋葬、建築、棟上げ、地鎮祭、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は
大吉ですから、神を祈り、すべて柔和に対処し、順逆を守り、決断よく進むのがよろしい
。安久の事をするのにふさわしい和合を得る日です。田宅を買い、家の造作・移転など福
禄を増すことができます。しかし談判・争い事などは急がない方がよろしい。葬儀をこの
日に出せば子孫が永く久しく続き、この日に婚姻すると子や孫が出来、福寿を全うするこ
とができます。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■15日の基本の運気と風水暦
築墓をすると、破財やひどい時には死人が出るなど大凶。地鎮祭、建築、棟上げ、不動産
の売買は、色々な災難を引き起こします。この日は大悪日ですから、何事もしてはいけま
せん。相談事が出てきて後悔することになります。したがって、金銭の取引をすれば財産
・宝物を失います。また病にかかれば長引き、大病となるでしょう。葬式を出すのも凶で
す。しかしこの日は、新居への移転、入学及び事業の開始、結婚式など物事のスタートを
するには吉日です。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『業の日』
業は文字どおり仕事の業を意味しており、やることなすこと全て吉となる日です。特に実
利を得たい商談やビジネス、投資に関してはどんどんと押しすすめても良い日です。
■16日の基本の運気と風水暦
造橋、家屋の修繕、建築、地鎮祭、棟上げ、道路の修繕など物事の事始めの行事は吉。こ
の日は投資、商談、販売、入学、開店、売買、その他契約事をまとめるのに吉。特に競争
して勝たなければならない裁判などの掛け合い事に勝てる日です。しかし、葬式を出すの
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は凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■17日の基本の運気と風水暦
土地の売買、土の入替え、棟上げ、家屋の取引、橋の建造、道路の修繕は吉。この日は平
らかに吉日です。静かな行いをし、天を祭るのに吉。何事も成就します。無理をしてはい
けません。しかし衣服を新調すると離別し、また薬を飲むには凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■18日の基本の運気と風水暦
鬼門日となり、棟上げ、地鎮祭、不動産の売買、縁談や商談や裁判などの掛け合い事は大
凶。しかし神事・祭礼・祈祷初め、人事の発表や新製品の発表会など公の行事を行うには
この日は大吉です。また衣類を新調したり、大きな買物には吉日。旅立ちは凶。家屋の造
作をすると、にわかに人命を損なうことがあるでしょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■19日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋及び土地の売買、地鎮祭など物事の事始めの行事などは凶。この日は大悪日
ですから、剛猛をなし、反対する一派を伐ち、悪を除くなど過激な行いをするのには吉。
大きな買物や衣服の新調にはしないほうが良いでしょう。また埋葬は凶。また口舌事や心
配事をかもす日ですから新規の新規の事業に関係してはいけません。いろいろな事を勧め
に来る人がいますから、注意が必要です。しかし、結納を交わし、新居に移り、旅行をす
るには吉。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
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は大きくでる日となります。
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■20日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋その他の修繕、地鎮祭、用水路の工事など物事の事始めの行事は凶。この日
は混沌とした悪日です。物事に間違いが多く、遂に他人と争いを生じる事があります。婚
礼すると争い事が出来、離縁となります。すべて交渉事がまとまらず、目上の人に逆らえ
ば損をすることがあります。衣服を新調したり、投資、大きな買物はしないほうが良いで
しょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■21日の基本の運気と風水暦
建て増し、高層建築の修繕、用水路の工事は吉。この日は良い出会い、良い結婚、良い就
職、良い指導、良い買物など色々と良い事がある日です。婚姻をすると家内和合して繁盛
する基礎を築くことになります。万事がうまく運び成就するので、決断して前進すべきで
す。しかし、みだりに他人の勧めに乗ってはいけません。災難にあうことがあります。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■22日の基本の運気と風水暦
葬式、建て増し、建築は凶。すべて安久の事をするのに吉。つまり物事をスタートする事
、例えば、種蒔き、旅行、衣類の新調、住宅の購入などを行うには吉の日です。しかしこ
の日は大悪日なので、強引に進むと万事が破壊され災難にあうことがあります。他人と争
いを生む日であるから、ひかえめにしている心がけが大切です。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
(著作)
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です。精神的にも実利面でも大吉です。
■23日の基本の運気と風水暦
棟上げ、普請、婚礼、旅立ち、不動産の売買、地鎮祭、移転など物事の事始めの行事は吉
。この日は地所・建物等の売買を急いで行うと利益を得ます。しかし不意に勧められ油断
し、迷ってはいけません。そのようなことをすると思わぬ損失をこうむることがあるでし
ょう。遠く外国へ行き、芸事を学ぶのによい。葬礼をすると子孫長久の基となります。こ
の日は、北方に向かって行くと大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■24日の基本の運気と風水暦
建築、地鎮祭など物事の事始めの行事を行うのは大変吉。築墓、修復などは、凶。この日
は万事積極的に進めるのによく、衣服の新調や大きな買物も良いでしょう。婚姻、祝い事
どれも成就する吉日です。また、家を造作すれば繁栄し、結婚すれば立派な子供を生むこ
とができます。しかし埋葬をすると禍が来るでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『胎の日』
胎は文字どおり母親の体内にいる状態を意味し、自分では身動きできない状態です。仕事
は忙しくなり振り回されるようになります。自分から発動するというよりも外部から色々
なことが自分に向かって発動される日となります。あまり自分から進んで物事を始める時
ではありません。
■25日の基本の運気と風水暦
修復、地鎮祭、棟上げは凶。この日は婚礼・結納の交換、動物を飼育すること、金銭を納
めるなどに吉。とくに金銭、結婚には大吉なので急いで行うとよろしい。しかし、造作、
移転、旅立ちには凶。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■26日の基本の運気と風水暦
土木工事、地鎮祭、棟上げなど物事の事始めの行事には大凶。しかしこの日は婚姻・入宅
・店開き、蔵建て、別宅、種蒔き、要害を築き出陣するのに大吉。何事も発展、発達する
という意味がこの日にはありますが、新規の事業を始めるのは悪いので、無理をしてはい
けません。大きな買物や衣服の新調は大凶。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
(著作)
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積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■27日の基本の運気と風水暦
家屋の修繕、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は棟上げ・造作、田園
を求め、新規の品を使い始め、また分居、旅行、理髪等には上吉なので、万事決断を行っ
て進行成就させるべきです。他人の助けを得ることができます。衣服の新調や大きな買物
には良いでしょう。ことに交わりを結び、婚姻・慶事に最もよろしい。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■28日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭は凶。この日は公的な行事、神仏を祭る、公的事業、入宅・入部等
、身を治め巧徳を修めるのに吉です。みだりに財を出し、この日に返済するのはよくあり
ません。また造作、婚姻には大凶です。三日以内に災いをこうむります。その他、移転、
旅立ちなどすべて悪く、とくに埋葬すると死人が重なると理解しておくべきです。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■29日の基本の運気と風水暦
棟上げ、地鎮祭、建築、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は薬を飲むのに
大吉。婚姻すれば立派な子が生まれ、造作すれば天恩を得ます。店開き、旅行なども吉。
掛け合い事・交渉事は必ず勝ちます。先んじると人を制し、後れれば人に制せられます。
しかし、衣服の新調や大きな買物には良くありません。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■30日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は掛け合い事、開店、普請な
どには大吉。何事も進めば有利になる日です。また衣類を裁てば愛敬を受け、手持ちの数
が結果的に増すことになります。だからエプロンでもよいから仕立てるべきです。埋葬す
ると大凶。三年以内に大難にあいます。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
(著作)
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暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■31日の基本の運気と風水暦
地鎮祭、建築、棟上げなど物事の事始めの行事は吉。「墓」の修繕、埋葬は凶。この日は
平らで吉日です。なかでも車などの大きな買物、別棟の建造、井戸掘り、投資などよく、
衣類を裁つと財宝を招き、職を受け、安泰に月日を送れるといいます。また婚姻事、すべ
ての望み事が順調に進むので幸福になります。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。

(著作)
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あなたの健康管理と5月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年5月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)かつお、あじ、さより、まぐろ、とびうお、きす、あわび、うに、こい、どじ
ょう、やまめ
(2)新じゃが、新たまねぎ、新キヤベツ、さやえんどう、たけのこ、グリーンアス
パラガス、そら豆、夏みかん、いちご、プリンスメロン、さくらんぼ、新茶
(3)かつおのたたき、かつおのしょうが煮、鯉のあらい、じやがいものうま煮、そ
ら豆ご飯、ちまき、柏餅
■健康管理
結核検診の時期です。肺ガンの発見にも役立つので、平素健康診断を受けていな
い人は積極的に受けましょう。
予防接種。幼児に適度な日光浴をさせましょう。
不正大麻・けし撲滅運動（１日〜３０日）

■1日の基本の運気と風水暦
棟上げ、地鎮祭、建築、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は薬を飲むのに
大吉。婚姻すれば立派な子が生まれ、造作すれば天恩を得ます。店開き、旅行なども吉。
掛け合い事・交渉事は必ず勝ちます。先んじると人を制し、後れれば人に制せられます。
しかし、衣服の新調や大きな買物には良くありません。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。

(著作)
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■2日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は掛け合い事、開店、普請な
どには大吉。何事も進めば有利になる日です。また衣類を裁てば愛敬を受け、手持ちの数
が結果的に増すことになります。だからエプロンでもよいから仕立てるべきです。埋葬す
ると大凶。三年以内に大難にあいます。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■3日の基本の運気と風水暦
地鎮祭、建築、棟上げなど物事の事始めの行事は吉。「墓」の修繕、埋葬は凶。この日は
平らで吉日です。なかでも車などの大きな買物、別棟の建造、井戸掘り、投資などよく、
衣類を裁つと財宝を招き、職を受け、安泰に月日を送れるといいます。また婚姻事、すべ
ての望み事が順調に進むので幸福になります。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■4日の基本の運気と風水暦
この日は建築は非常に不利。しかしこの日は公事つまり、ライバルを除外し、組織の改革
、研修などをするのに限ってはみな吉です。もろもろの貴勝も事に供養するにはよろしい
。しかし、造作・引越し、店開きなどは火難があり、また婚礼をすれば幸いが変じて禍い
となる悪日です。口論、裁判、大きな商談などは、苦情があるので慎重にすべきです。ま
た競争の事は凶。衣服の新調は非常に凶で死ぬ者もいます。とくに埋葬は大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■5日の基本の運気と風水暦
この日は建築、棟上げ、地鎮祭は大凶となり、これを犯すと後日大変に苦労をします。こ
の日はもろもろの急速に事をなすのにはよろしい。しかし大悪日ですからじっくりとなす
べきでない事は行動してはいけません。損失を受けるので人の世話事に立ち入ってはいけ
ません。しかし衣服を新調したり大きな買物は良いでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『命宿の日』
(著作)
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自分の宿命と同じ星の日です。良きにつけ悪しきにつけ自分の運命を左右する決定的な出
来事が起こるとしたらこの日です。結婚、生死、昇進などがあります。心情的には神経が
たかぶっていますので、慎重にものごとを決め、行動すべき日であって安易に物事を進め
る時ではありません。身辺の整理し、今までの事柄を片づけて新しい出発に準備する時で
す。
■6日の基本の運気と風水暦
公道・私道を問わず土木修繕工事、埋葬、棟上げ、地鎮祭、建築、墓の修繕は大凶。この
日は悪日で、万事豊かではありませんので、何事にも手を出してはいけません。婚礼すれ
ば子供は盗賊となります。また造作すると災難にあい、転売すれば大難にあう事がありま
す。子供が水厄にあう日だから注意せねばなりません。財を納めるのに吉で、財を出すの
に凶の日。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■7日の基本の運気と風水暦
不動産の売買、神仏の安置、葬式、棟上げ、地鎮祭、井戸掘り、室内装飾及び設備の工事
、家屋の修繕は吉。この日は貴い吉日なので威厳のあること、正義の事柄をなすのによろ
しい。また剛猛な事も吉。地割れ・地ならし、移住、柱立て、婚姻、開店等も別して吉で
す。造作・畳替え、人の雇用も上吉。しかし衣類の新調には注意です。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■8日の基本の運気と風水暦
埋葬、道路の修繕と舗装、家屋や田畑及び土地の売買、建築、棟上げ、地鎮祭は吉。この
日は大吉で、すべて善いことをするのによろしい。家を建て、造作すれば、家内繁盛し長
寿で憂いを除きます。また婚姻すれば孝行な子供を産むといいます。万事進んで勝利を得
る日なので、掛け合い事をするのによく、また衣服を縫えば多くの財貨を得る吉日です。
しかしこの日は南方に行くのは大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■9日の基本の運気と風水暦
建築及び増改築の計画をたてるには吉。この日は新規事業を始めるには非常に悪い日です
。したがって商談や競争などの掛け合い事はしない方が良く、人の世話で無理にやれば必
(著作)
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ず災いがあります。店開き、旅立ち、埋葬は大凶です。不時の損失が続くでしょう。しか
し衣の新調・新着、大きな買物や投資をすれば宝器を得ることができる吉日でもあります
。すべて和善の事、急速の事をするのによろしい。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■10日の基本の運気と風水暦
煙突の火入れは吉。この日はきわめて平らな上吉日です。諸事望み通り急ぎ進んでよろし
い。ことに商談や競争なその掛け合い事は急がねば損をすることがあります。柱を立て、
門を開けば子孫繁盛し、造作すれば福を招き、婚姻すれば良い子を産む上吉の日です。衣
服を縫えば増加すると言われ、投資すれば成功します。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■11日の基本の運気と風水暦
埋葬、棟上げ、建築、地鎮祭は吉。この日は大悪日で、あまり動かない方が良いでしょう
。訴訟事・争いごとは負けます。家を建てれば火中に入るようで、万事に手を出してはい
けません。また衣を縫えば必ず衣類を滅じると言われ投資すれば損害を被る日です。しか
し政治家や企業の経営者が公事のために実力行使で改革を行うには吉です。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■12日の基本の運気と風水暦
神社参りや祝い事を行う日です。この日は大吉ですから、何事も進み、相談に加わり、決
断よく行えば吉。願望成就の日です。神事、祭礼、祈祷などを信心すると、ますます利益
があります。しかし人を埋葬すれば、死人重なり損耗が続きます。衣服の新調や大きな買
物、投資には大凶ですので新規事業の開始や家の増改築などは凶。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
(著作)
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なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。
■13日の基本の運気と風水暦
植樹、埋葬、建築、棟上げ、地鎮祭、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は
大吉ですから、神を祈り、すべて柔和に対処し、順逆を守り、決断よく進むのがよろしい
。安久の事をするのにふさわしい和合を得る日です。田宅を買い、家の造作・移転など福
禄を増すことができます。しかし談判・争い事などは急がない方がよろしい。葬儀をこの
日に出せば子孫が永く久しく続き、この日に婚姻すると子や孫が出来、福寿を全うするこ
とができます。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■14日の基本の運気と風水暦
植樹、埋葬、建築、棟上げ、地鎮祭、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は
大吉ですから、神を祈り、すべて柔和に対処し、順逆を守り、決断よく進むのがよろしい
。安久の事をするのにふさわしい和合を得る日です。田宅を買い、家の造作・移転など福
禄を増すことができます。しかし談判・争い事などは急がない方がよろしい。葬儀をこの
日に出せば子孫が永く久しく続き、この日に婚姻すると子や孫が出来、福寿を全うするこ
とができます。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■15日の基本の運気と風水暦
築墓をすると、破財やひどい時には死人が出るなど大凶。地鎮祭、建築、棟上げ、不動産
の売買は、色々な災難を引き起こします。この日は大悪日ですから、何事もしてはいけま
せん。相談事が出てきて後悔することになります。したがって、金銭の取引をすれば財産
・宝物を失います。また病にかかれば長引き、大病となるでしょう。葬式を出すのも凶で
す。しかしこの日は、新居への移転、入学及び事業の開始、結婚式など物事のスタートを
するには吉日です。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『業の日』
業は文字どおり仕事の業を意味しており、やることなすこと全て吉となる日です。特に実
利を得たい商談やビジネス、投資に関してはどんどんと押しすすめても良い日です。
■16日の基本の運気と風水暦
造橋、家屋の修繕、建築、地鎮祭、棟上げ、道路の修繕など物事の事始めの行事は吉。こ
の日は投資、商談、販売、入学、開店、売買、その他契約事をまとめるのに吉。特に競争
して勝たなければならない裁判などの掛け合い事に勝てる日です。しかし、葬式を出すの
(著作)
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は凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■17日の基本の運気と風水暦
土地の売買、土の入替え、棟上げ、家屋の取引、橋の建造、道路の修繕は吉。この日は平
らかに吉日です。静かな行いをし、天を祭るのに吉。何事も成就します。無理をしてはい
けません。しかし衣服を新調すると離別し、また薬を飲むには凶。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■18日の基本の運気と風水暦
鬼門日となり、棟上げ、地鎮祭、不動産の売買、縁談や商談や裁判などの掛け合い事は大
凶。しかし神事・祭礼・祈祷初め、人事の発表や新製品の発表会など公の行事を行うには
この日は大吉です。また衣類を新調したり、大きな買物には吉日。旅立ちは凶。家屋の造
作をすると、にわかに人命を損なうことがあるでしょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■19日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋及び土地の売買、地鎮祭など物事の事始めの行事などは凶。この日は大悪日
ですから、剛猛をなし、反対する一派を伐ち、悪を除くなど過激な行いをするのには吉。
大きな買物や衣服の新調にはしないほうが良いでしょう。また埋葬は凶。また口舌事や心
配事をかもす日ですから新規の新規の事業に関係してはいけません。いろいろな事を勧め
に来る人がいますから、注意が必要です。しかし、結納を交わし、新居に移り、旅行をす
るには吉。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
(著作)
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は大きくでる日となります。
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■20日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋その他の修繕、地鎮祭、用水路の工事など物事の事始めの行事は凶。この日
は混沌とした悪日です。物事に間違いが多く、遂に他人と争いを生じる事があります。婚
礼すると争い事が出来、離縁となります。すべて交渉事がまとまらず、目上の人に逆らえ
ば損をすることがあります。衣服を新調したり、投資、大きな買物はしないほうが良いで
しょう。
■あなたの場合の開運暦
残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ
は大きくでる日となります。
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■21日の基本の運気と風水暦
建て増し、高層建築の修繕、用水路の工事は吉。この日は良い出会い、良い結婚、良い就
職、良い指導、良い買物など色々と良い事がある日です。婚姻をすると家内和合して繁盛
する基礎を築くことになります。万事がうまく運び成就するので、決断して前進すべきで
す。しかし、みだりに他人の勧めに乗ってはいけません。災難にあうことがあります。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■22日の基本の運気と風水暦
葬式、建て増し、建築は凶。すべて安久の事をするのに吉。つまり物事をスタートする事
、例えば、種蒔き、旅行、衣類の新調、住宅の購入などを行うには吉の日です。しかしこ
の日は大悪日なので、強引に進むと万事が破壊され災難にあうことがあります。他人と争
いを生む日であるから、ひかえめにしている心がけが大切です。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
(著作)
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です。精神的にも実利面でも大吉です。
■23日の基本の運気と風水暦
棟上げ、普請、婚礼、旅立ち、不動産の売買、地鎮祭、移転など物事の事始めの行事は吉
。この日は地所・建物等の売買を急いで行うと利益を得ます。しかし不意に勧められ油断
し、迷ってはいけません。そのようなことをすると思わぬ損失をこうむることがあるでし
ょう。遠く外国へ行き、芸事を学ぶのによい。葬礼をすると子孫長久の基となります。こ
の日は、北方に向かって行くと大凶です。
■あなたの場合の開運暦
『親の日』
文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日
となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく
日です。精神的にも実利面でも大吉です。
■24日の基本の運気と風水暦
建築、地鎮祭など物事の事始めの行事を行うのは大変吉。築墓、修復などは、凶。この日
は万事積極的に進めるのによく、衣服の新調や大きな買物も良いでしょう。婚姻、祝い事
どれも成就する吉日です。また、家を造作すれば繁栄し、結婚すれば立派な子供を生むこ
とができます。しかし埋葬をすると禍が来るでしょう。
■あなたの場合の開運暦
『胎の日』
胎は文字どおり母親の体内にいる状態を意味し、自分では身動きできない状態です。仕事
は忙しくなり振り回されるようになります。自分から発動するというよりも外部から色々
なことが自分に向かって発動される日となります。あまり自分から進んで物事を始める時
ではありません。
■25日の基本の運気と風水暦
修復、地鎮祭、棟上げは凶。この日は婚礼・結納の交換、動物を飼育すること、金銭を納
めるなどに吉。とくに金銭、結婚には大吉なので急いで行うとよろしい。しかし、造作、
移転、旅立ちには凶。
■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。
■26日の基本の運気と風水暦
土木工事、地鎮祭、棟上げなど物事の事始めの行事には大凶。しかしこの日は婚姻・入宅
・店開き、蔵建て、別宅、種蒔き、要害を築き出陣するのに大吉。何事も発展、発達する
という意味がこの日にはありますが、新規の事業を始めるのは悪いので、無理をしてはい
けません。大きな買物や衣服の新調は大凶。
■あなたの場合の開運暦
『衰の日』
エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる
日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり
(著作)
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積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必
要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して
はいけません。
■27日の基本の運気と風水暦
家屋の修繕、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は棟上げ・造作、田園
を求め、新規の品を使い始め、また分居、旅行、理髪等には上吉なので、万事決断を行っ
て進行成就させるべきです。他人の助けを得ることができます。衣服の新調や大きな買物
には良いでしょう。ことに交わりを結び、婚姻・慶事に最もよろしい。
■あなたの場合の開運暦
『安の日』
旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で
す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
も良い日です。
■28日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭は凶。この日は公的な行事、神仏を祭る、公的事業、入宅・入部等
、身を治め巧徳を修めるのに吉です。みだりに財を出し、この日に返済するのはよくあり
ません。また造作、婚姻には大凶です。三日以内に災いをこうむります。その他、移転、
旅立ちなどすべて悪く、とくに埋葬すると死人が重なると理解しておくべきです。
■あなたの場合の開運暦
『危の日』
とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや
商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。
財は出て行くことがあります。
■29日の基本の運気と風水暦
棟上げ、地鎮祭、建築、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は薬を飲むのに
大吉。婚姻すれば立派な子が生まれ、造作すれば天恩を得ます。店開き、旅行なども吉。
掛け合い事・交渉事は必ず勝ちます。先んじると人を制し、後れれば人に制せられます。
しかし、衣服の新調や大きな買物には良くありません。
■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
■30日の基本の運気と風水暦
建築、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は掛け合い事、開店、普請な
どには大吉。何事も進めば有利になる日です。また衣類を裁てば愛敬を受け、手持ちの数
が結果的に増すことになります。だからエプロンでもよいから仕立てるべきです。埋葬す
ると大凶。三年以内に大難にあいます。
■あなたの場合の開運暦
『壊の日』
(著作)
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暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる
ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した
り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。
この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま
たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性
もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ
と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行
したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。
■31日の基本の運気と風水暦
地鎮祭、建築、棟上げなど物事の事始めの行事は吉。「墓」の修繕、埋葬は凶。この日は
平らで吉日です。なかでも車などの大きな買物、別棟の建造、井戸掘り、投資などよく、
衣類を裁つと財宝を招き、職を受け、安泰に月日を送れるといいます。また婚姻事、すべ
ての望み事が順調に進むので幸福になります。
■あなたの場合の開運暦
『友の日』
文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と
なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日
です。精神的にも実利面でも大吉です。

(著作)
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