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

■四柱推命による毎日の開運カレンダーの見方
四柱推命は誕生時の生年月日時の命式からその人の大運、
年運、月運、日運を細かく見ていくことができます。
とくにその人の社会的な能力、対人関係の方法、いかに適
性に会わせて自分の長所を伸ばし、短所を抑えてその場その
場を対処して乗り切っていけるかを知るのにとても参考にな
ります。
また、その人の愛情運、異性運、恋愛結婚運も、その日そ
の日の生活を振り返りながら確認すると、いかに天のリズム
と一致して歩むことが大切かを実感するようになります。
宝琉式の四柱推命鑑定では人為的に変えることのできない宿命（先
天運）を示すだけでなく、開運のポイントを知れば後天的な運命は変えら
れるという開運思考型の運命観で見ていきます。その人に天から与えら
れたオンリーワンの才能・長所は何かを知って天賦の才能を伸ばし、短
所や悪い癖は改めて直していくことで自ずと開運するという運命観で
す。

●四柱推命で毎日のポイントとなる日運日勢を見る
この開運カレンダーは四柱推命の命式からその月の運勢概
要、金運、愛情運を細かく予知し、毎日のポイントとなる開
運方法をカレンダー形式で説明しています。とくに干合、支
合、刑冲害などを通してその日の暮らし方がよく分かりま
す。あなたオリジナルの開運カレンダーを毎日参考にして開
運に生かして下さい。
スターフォーチュン

深川

宝琉

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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「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
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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
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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
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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

石川遼 1991/9/17 満 18才

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
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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 鑑定書
石川遼 様
1991年9月17日 生まれ

栄・親-親しみあえ
る、好感がもてる、
認め合い、共に行
動する関係
友・衰-似たような
気質、趣味、思想

＜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。
■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

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

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
2

角宿

水
3

胎

9 斗宿

衰(暗黒日)

30 角宿

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

火

水

木
1

氏宿
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
1

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
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18 翼宿
友

25 尾宿
成

土
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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
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友
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友
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危
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衰(暗黒日)
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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
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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
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友
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友
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友
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安
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金
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胎
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友
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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
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衰
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命

24 昴宿
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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

本命宿：虚宿

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

本命宿：虚宿

2010年11月度宿曜暦

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
(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

、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)

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
『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
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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
(著作)
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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
(著作)
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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
(著作)
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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)
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■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
(著作)
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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。
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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
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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
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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
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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
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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
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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』
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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。
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あなたの健康管理と7月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年7月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)すずき、いさき、あじ、こち、きす、かつお、はも、あなご、車えび、しゃこ
、あわび、うなぎ、どじょう、沢がに
(2)なす、トマト、きゅうり、かぼちゃ、おくら、うり、ピーマン、枝豆、さやい
んげん、新さつま芋、すいか、プリンスメロン、ぶどう、水蜜桃、青りんご
(3)そうめん、すずきの洗い、しそ料理、うなぎ料理、穴子天ぷら・蒲焼、はもフ
ライ
■健康管理
寝冷え・冷房病・胃腸障害・日射病に注意の季節です。
プールの後は清水で洗眼し、プール病を予防しましょう。
夏期食品一斉取締月間、食中毒には十分に注意しましょう。
海水浴・キヤンプなどには痛み止め・バンソウコウなどを携帯すること。

■1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。

(著作)
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■2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。
■3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。
■4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。
■5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
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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。
■6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。
■7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。
■8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。
■9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
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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。
■10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。
■11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。
■12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
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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。
■13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。
■14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。
■15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。
(著作)
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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。
■16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。
■17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。
■18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。
■19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
(著作)
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『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。
■20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。
■21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。
■22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。
■23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。
(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。
■24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。
■25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。
■26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。

(著作)
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■27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。
■28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。
■29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。
■30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
(著作)
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『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。
■31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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あなたの健康管理と8月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年8月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)すずき、黒だい、いしだい、めじな、あじ、いわし、こち、おこぜ、ぼら、あ
なご、たこ、うに、あわび、うなぎ、しじみ
(2)とうがん、きゅうり、おくら、枝豆、新ごぼう、里芋、とうもろこし、新しょ
うが、すいか、桃、ぶどう
(3)あわび水煮、いわし赤煮、いわし酢づけ、とうがんカレー汁、精進料理
■健康管理
炎天下での長時間の活動を避け、過労に陥らぬように体調を保ちましょう。
清涼飲料水・ビールなど冷たいものをひかえ、栄養のバランスのとれた食事で夏
バテを防ぐ。食品衛生に気を付けましょう。

■1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。

(著作)
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■2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。
■3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。
■4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。
■5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。
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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。
『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。
■6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。
■7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。
■8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
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も良い日です。
■9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。
■10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。
■11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。
■12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
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。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。
■13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。
■14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。
■15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。
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■16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。
■17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。
■18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。
■19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。
■20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。
■21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。
■22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。
■23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)
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■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。
■24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。
■25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。
■26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。
■27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。
■28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。
■29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。
■30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)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

『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。
■31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。

(著作)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

あなたの健康管理と8月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年8月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)すずき、黒だい、いしだい、めじな、あじ、いわし、こち、おこぜ、ぼら、あ
なご、たこ、うに、あわび、うなぎ、しじみ
(2)とうがん、きゅうり、おくら、枝豆、新ごぼう、里芋、とうもろこし、新しょ
うが、すいか、桃、ぶどう
(3)あわび水煮、いわし赤煮、いわし酢づけ、とうがんカレー汁、精進料理
■健康管理
炎天下での長時間の活動を避け、過労に陥らぬように体調を保ちましょう。
清涼飲料水・ビールなど冷たいものをひかえ、栄養のバランスのとれた食事で夏
バテを防ぐ。食品衛生に気を付けましょう。

■1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。

(著作)
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■2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。
■3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。
■4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。
■5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。
(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。
『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。
■6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。
■7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。
■8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
(著作)
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も良い日です。
■9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。
■10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。
■11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。
■12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
(著作)
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。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。
■13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。
■14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。
■15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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■16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。
■17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。
■18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。
■19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
(著作)
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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。
■20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。
■21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。
■22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。
■23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。
■24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。
■25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。
■26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。
■27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。
■28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。
■29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。
■30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)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

『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。
■31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。

(著作)
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あなたの健康管理と10月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年10月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)さば、さんま、いわし、あじ、はぜ、かます、たちうお、するめいか、車えび
(2)白菜、ほうれん草、蓮根、山芋、菊、ゆず、すだち、ぎんなん、まつたけ、し
めじ、なめこ、栗、柿、りんご、みかん、いちじく
(3)まつたけご飯、土びん蒸し、焼きなす、しめじごまあえ、小いわししょうが煮
、しめさば、さばみそ煮、いちじくジャム
■健康管理
目の愛護デー 果物の豊富な季節、果糖のとり過ぎに注意しましょう。
季節の変わり目で体調をくずしやすい、精神的・肉体的ストレスの発散に心がけ
ましょう。
麻薬・覚せい剤禍撲滅運動

■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)
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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
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。
■9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。
(著作)
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■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。
■10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。
■11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。
■12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。

(著作)
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■13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。
■14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。
■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)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

■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10月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年10月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)さば、さんま、いわし、あじ、はぜ、かます、たちうお、するめいか、車えび
(2)白菜、ほうれん草、蓮根、山芋、菊、ゆず、すだち、ぎんなん、まつたけ、し
めじ、なめこ、栗、柿、りんご、みかん、いちじく
(3)まつたけご飯、土びん蒸し、焼きなす、しめじごまあえ、小いわししょうが煮
、しめさば、さばみそ煮、いちじくジャム
■健康管理
目の愛護デー 果物の豊富な季節、果糖のとり過ぎに注意しましょう。
季節の変わり目で体調をくずしやすい、精神的・肉体的ストレスの発散に心がけ
ましょう。
麻薬・覚せい剤禍撲滅運動

■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)
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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
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。
■9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。
(著作)
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■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。
■10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。
■11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。
■12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。

(著作)
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■13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。
■14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。
■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)

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
『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)

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
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12月の開運暦
石川遼 様

1991年9月17日生まれ

2010年12月の１カ月間の開運暦表
■旬の食べ物
(1)まぐろ、ぶり、さけ、ひらめ、たら、あんこう、はぜ、たい、むつ、こはだ、
なまこ、毛がに、越前がに、いせえび、はまぐり、赤貝、鳥貝、新のり
(2)大根、ほうれん草、菊菜、にんじん、ごぼう、白菜、芽キヤベツ、はす、かぶ
、八つ頭などいも類、みかん、りんご
(3)わかさぎの天ぷら、三平汁、かぶの吹き寄せ、すき焼き、白菜巻き、かぼちゃ
料理、ゆず釜、年越しそば
■健康管理
高血圧の人・循環器に病気のある人は急激な温度変化を避けましょう。
クリームなどで皮膚を保護し、しもやけ・ひび・あかぎれを防ぎましょう。
酒を飲む機会が増え暴飲・暴食となりやすいので、胃腸の休養期間をできるだけ
つくりましょう。

■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
(著作)
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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)
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■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)

スターフォーチュン

深川宝琉

TEL 090‑3416‑6230

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
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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。
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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
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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
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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。
■31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。
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