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古代ユダ

ヤ民族が

発明

 「占星術」とは、文字通り「星」を観察して、人間の生まれながらに天から与

えられた個性、能力、性格、社会的使命などを推測し、「占」う「術」です。な

ぜ、「術」という文字が使われているのかと言えば、その本当の内容は、書籍や

文字として伝えられることがなく、全て口伝という形で何千年も伝えられてきた

ものだからです。

  世界で、一番最初に、夜空に輝く星（太陽・月・火星・水星・木星・金星・土

星）を観察して、「占星術」の基礎を発明した民族は、古代ユダヤ民族です。

その考え方が、ギリシアに伝わり、古代ギリシア文化という形で数学的、科学的

に発展させたものが、西洋占星術なのです。つまり、一般に言うホロスコープ、

つまり星占いです。

　一方で、国を失った古代ユダヤ民族は、シルクロードを旅し、インドに入って、

インド民族に適した占星術に発展させていきました。それがインド占星術、つま

り、宿曜経なのです。インド民族は、世界で最も右脳的で直感的な民族ですから、

そこで発展した占星術も、人間の心の奥深い部分を分析したり、人間と人間の相

性などを占う場合に最も効果的なのです。宇宙の星（太陽・月・火星・水星・木

星・金星・土星）という物理的な解釈を陰と陽、そして、五行（木性、火性、土

性、金性、水性）というようにインド哲学的な解釈方法を用いて発展させていっ

たのです。

　さらに、古代ユダヤ民族は、東に移動し、中国に入って、現実的で、実利的な

中国民族に適した占星術に発展させていきました。それが四柱推命などの中国占

星術なのですが、インドで発展させた陰陽五行という思想をさらに、発展させ実

用に耐えうる極めて現実的な術という形になったのです。中国では、歴代の皇帝

や諸葛孔明などの軍師が占星術を使ったことは、あまりにも有名です。

　さて、日本の平安時代、とは、この「平」「安」という文字が示す通り、戦争

のない平和な文化が花開いた時代であり、世界中のあらゆる文化、宗教が平安京

に集まった華やかな時代でありました。つまり、西洋占星術、インド占星術、中

国占星術などあらゆる占星術が導入され、それらを総合的に解釈し、日本流に発

展させたものが、安倍晴明の「陰陽五行占星術」なのです。ですから、あらゆる

世界の占星術の思想的内容が「陰陽五行占星術」には盛り込まれているわけです。

決して一つだけの占い技法に固執した内容ではないことを知っておく必要があり

ます。市販の書籍では、この説明が皆無の状況です。

■占星術の発祥・発展と日本との関係

西洋占星術

インド占星術 中国占星術

陰陽五行

占星術

平安時代

安倍晴明

はじめに-1

《 安倍 晴明の陰陽五行占星術とは 》



・戊　要領型

  本質が山岳の人は何と言っても荒々しい山岳の如くタフで逆境に強く、少々のことでは

根をあげない性格です。また要領は比較的良く、環境にあわせて自分を順応させていくた

め、上司や幹部から信頼性を勝ち取ることができます。その信頼性の内容も、即断即決と

いった行動の敏捷さで実績を上げたものではなく、一度決定したことは、最後まで辛抱強

くやりぬく頑固さの実績ある信頼です。ですから、組織間の調整役なども上手ですし、ど

んな職種であっても対応できる性格です。反面、あまり環境の変化がない職種や、１０年

も同じ作業を繰り返しやるような職種ではだんだんと我慢できなくなって新天地を求める

傾向です。欠点は、要領良くやろうと考えすぎて、強情になりやすい傾向があります。プ

ロ野球の工藤公康投手がこの要領型の代表例です。

・戊　要領型

  この人は、要領良くうまく立ちまわることが得意ですので社交性をいかした仕事を任せ

ると良いでしょう。達成するのに少々困難なテーマを与えるくらいで丁度良いでしょう。

また周囲から反対されるプロジェクトを任せる位で丁度良いでしょう。若いうちは、なる

べく組織やグループの中に入れて人にもまれることが必要です。自分の主張はあったとし

てもなかなか表には出しませんし、チャンスが来るまでじっと我慢強く待っている性格で

す。ですから、この人が、本音を言ってきたらじっくりと時間をかけて１００％の真心で

聞いてあげることが重要です。多少のキツイ叱り方でも受け止める器があるので、がんが

ん訓練しても良い人です。

・戊　要領型

　要領よく、効率的にやることばかり考えていますので、いつも考えています。その結

果、こだわらなくても良いことに、こだわってしまい、重要な本質を見逃してしまうこと

も多々あります。やらなくても良いような努力をしてみたり、不要な全集をつい買ってし

まうような、自分勝手なこだわりの精神です。

　もともと、長時間の思考は得意な方ですが、思考することよりも、まずは、行動してみ

て周囲の反応を見るといった姿勢の方がうまくいきます。

井上真央様 1987/1/9 生まれの鑑定書

性格-1

戊辛丙

午丑寅
干支暦

■あなたの性情を司る十干

■あなたの家族、上司、周囲の方へ

■あなたの性情のウイークポイントは？

そなたの性情を司る十干の精霊は

戊 なのじゃ！

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230



　あなたが運をつかむとしたら、過去のしがらみにとらわれず、新しい人脈形成のために

社交性を大いに発揮し始めたときです。その努力の結果、成功したとしても、また失敗し

たとしても、なんらかの形で運をキャッチすることができます。重要なことは、人の様々

な価値観の違いを受け入れる寛容さを発揮するということと、情にほだされてお金を人に

貸さないことの２つです。もし、あなたの努力が、間違っていた場合は、正しい理想に気

がつくチャンスが与えられ、もし努力が間違っていなかった場合、目に見える形の報酬が

与えられます。

　あなたが、運を逃がすとしたら、一度決めたことは貫き通そうとしているのに、周囲は

融通が利かない人として高く評価してくれなかったときです。ここで重要なことは、周囲

が評価してくれないから、運を逃がすのではありません。周囲が評価してくれない理由を

あなたが、見逃していたから運を逃がすのです。もともと、どっしりとして、人に安心感

を与える性格をしているのですが、いつでもどこでも一本調子で頑固な言動が目立ってき

たとき、必ず周囲は、あなたに対し「頭カチコチ！」と反発心をもってしまいます。そう

いう状況では、運をキャッチすることはできないのです。

　持って生まれた運をつかむための説明をしてきましたが、その段階の幸せをつかんだあ

とは、もっと次元の高い幸せをつかまないとなりません。そのためには、社交性を発揮し

て人脈を広げるのは当然のこととして、もう少し無駄のない、合理性が身につくように性

格を進化させていくことが重要です。あなたにとって、ものごとを計画的に進める才能

は、持って生まれたものではないので、これから習得しなければなりません。習得の方法

は１つです。あわてず騒がず冷静で、先々の事まで計算してから行動に移し、いつの間に

か優位な立場を確保しているような人とつきあうことです。

井上真央様 1987/1/9 生まれの鑑定書

性格-2

戊辛丙

午丑寅
干支暦

■運をつかむときはどういうときか？

■運を逃がすときはどういうときか？

■もって生まれた運以上の運をつかむことはできるのか？

性格は運をつくるのじゃ

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230



心の開放型

　オープンな心で物事に取り組む才能です。自分の才能を生かして社会に名を残したいと

いう欲望は人よりも強いものがあります。その結果、興味をもった分野の技術やノウハウ

の習得は凄まじく早いものがあります。スポーツの分野では、イチロー（打撃のプロ）、

佐々木主浩（リリーフ投手）新庄剛志（天才肌の野手）、堀内恒夫（200勝投手）。ビジ

ネス分野では、水道のように安くて品質の良い電器製品を日本中に普及させることが目標

（つまり社会に役に立ちたいという才能）だった松下幸之助があげられます。また当社の

調査によると、メーカーの開発部に勤務している技術屋と呼ばれる人達が、このタイプに

多いのも特徴です。芸能界では、柴田理恵、山口智子、木村拓哉がいます。

心の開放型

　社会的な善悪と叱る理由を最初に明確にして叱ることです。このタイプは奇想天外な発

想をしますので周囲が理解できないことをやったりします。しかし、これに対し感情的な

叱り方はだめです。ひょっとしたら誰も気がついていないことに気づいており、それを実

行しているのかもしれません。ですから叱られるような行動をした背景にある動機までヒ

アリングを行いましょう。そしてその動機が善であった場合には、動機を誉め、結果の行

動を具体的に細かく指示しなければなりません。動機そのものが間違っている場合には、

結果の行動を叱るのではなく、動機つまり心の感じ方を叱らないと意味がありません。

心の開放型

　自分なりの意見・見方・感覚や方針があるので、それに合わせた仕事内容が良いでしょ

う。但し、一度その方針を決定したら頻繁に変更するのではなく、最後までその方針を貫

きとおす姿勢が良いのです。それが能力の訓練になります。人とは違った意見や物事の見

方が得意なので、あまり社則や仕事の仕方を画一的なルールで縛られない方が良でしょ

う。細かい仕事の仕方を指図するのは良くありません。イチローの振り子打法を育てるよ

うな懐の大きい姿勢が上司には必要です。鋭敏な能力が災いして毒舌になる場合も多いの

ですが、そういった場合は、上司が配慮して、孤立させないようにうまく取り計らうこと

が必要です。独特なセンスを上司がうまく伸ばせば、思いがけない発展をします。

井上真央様 1987/1/9 生まれの鑑定書

能力概要

戊辛丙

午丑寅
干支暦

■あなたと同じ能力の持ち主で、目標となる人物

■あなたのヤル気を刺激するためには？

■あなたに相応しい生活環境は？

そなたの性分をズバリ見抜くぞよ！

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230



心の開放型－鋭敏（傷官）

　心の開放型の能力ですが、どちらかというと自分の鋭敏な才能を開放させたい、そして

人がやらないことをやってみたいという能力です。実際、トップレベルの生意気な技術者

や個性的経営者に多いタイプです。弁舌も巧みで最初に会った人を信用させることが得意

です。人を馬鹿にしたりするような言葉が出るようであれば、自分が一番だという心があ

ります。しかし自分の能力を開花させるために努力は惜しみませんので、今の複雑な世の

中では一芸に秀でた才能を発揮しやすいタイプと言えましょう。早くどの分野で生きてい

くのかを決めることです。

心の開放型

　鋭い感性の持ち主ですから、技術や開発に携わる人が多いようです。または、整体師、

こだわりの料理人、芸術家、音楽家などの芸能関係、品質管理、安全管理などの繊細さが

要求される職業も多いようです。こういった才能が悪い面に現れると、プライドばかり高

くて、自分の実力以上のことをやりたがる傾向となります。また、自分の片寄った考え

を、無理に押しつけてくるので、お節介と思われることも多々あります。口八丁ですが、

実力はそれほどでもありません。自分の考えを言う前に、相手の考えと意見を最初に聞け

ば開運します。

好奇心型-多才

　配偶者に対し、まるで保護者のように細かいところまで面倒をみたいという行動をとり

ます。一緒に行動しても、好奇心旺盛でピンとくるものがあれば、配偶者と一緒に喜び、

そして感動して欲しいというタイプです。ですから、相手を笑わせ、楽しませ、愉快にす

る技術は、一流のものがあります。お金の使い方も、楽しく使えばそれで良いという感じ

で、堅実ではありません。一方で、計画的に生活設計をするのはあまり得意ではありませ

んので、配偶者から見れば、現実生活で、不安を与えてしまうこともあります。

井上真央様 1987/1/9 生まれの鑑定書

能力-1

戊辛丙

午丑寅
干支暦

■神様から与えられた天賦の行動特性

■その天賦の能力が悪い方面に出るとどうなる？

■配偶者への行動は？

そなたは本当の能力に気づいておるか？
意外に、自分を知っている人は少ないものじゃ。

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230



心の開放型

　どんな職種であったとしても、鋭い感性を生かした職種でないと能力を発揮できませ

ん。当社の調査では技術や開発に携わる人が多いようです。または、整体師、こだわりの

料理人、芸術家、音楽家などの芸能関係、品質管理、安全管理などの繊細さが要求される

職業も多いようです。開発職と言っても、まったく新しいユニークさと斬新さが要求され

るようなものは向きません。例えて言えば、自動車の燃費をあと１０％改良させるにはど

うしたら良いのか？を研究する職種などが向いているのです。組織の中間管理職には向き

ません。人を管理する位なら、自分でやった方が早いと思うからです。そういった意味

で、特殊なノウハウをもった企業のオーナーか、会社では部下をもたない１匹狼の職人が

良いのです。人を温かく育てるのは不得手です。

心の開放型

　この人が上司になった場合、鋭い感性を生かして技術開発のリーダーになる人が多いよ

うです。しかし自分一人でやるのは得意なのですが、人を管理したり育てたりするのは得

意ではありません。鋭敏な発想や感覚のゆえに部下のやっていることに対し悪い面が目に

つくのです。指示通りやると「もっと工夫しろ」と言い、工夫すると「指示からずれてい

る」と言うような難しい上司です。従って、部下は嫌気がさして会社を辞めることも多い

ものです。さらに上司の指示に対しても、その欠点が見えすぎて噛み付くことがあるので

す。ですから、部下の管理は片腕の人に任せましょう。人事部はこの人に、多くの部下を

管理させてはいけません。徒弟制度のような形でノウハウを伝授するのが良いでしょう。

専門分野で生きた方がこの人のためです。

心の開放型

　この人は、もともと心が開放されており自分の才能を発揮して認められたいという気持

ちが強いのです。実際に技術畑などのエンジニアリングの世界で能力を発揮している人も

いれば、同時通訳や、先端的設備の整った工場長として采配をふるっている人もいます。

つまり人とはちょっと違った切れ味が特徴です。そのために人を馬鹿にしたり、キツイこ

とを言ったりすることがあります。ですから、この人にふさわしい能力をもったビジネス

パートナーは「管理型」または「好奇心型」です。管理型は、自制することを教えてくれ

ます。また好奇心型は一緒にいるだけで楽しくなるような雰囲気をもっているので、人か

ら好かれるコツを教えてくれます。また、180度違った観点からの発想を教えてくれま

す。

井上真央様 1987/1/9 生まれの鑑定書

能力-2

戊辛丙

午丑寅
干支暦

■あなたの個性を生かす適職は？

■あなたが管理職になった場合は？

■あなたに必要な友人・パートナーは？

仕事・職業運を神に聞いてみるぞよ。

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230



　あなたの欠点は、頭の回転が早すぎて、他人の言動がバカのように見えてしまうことで

す。ですから、話術が巧みでありながらも、人に合わせていく柔軟さを持ち、大衆から人

気のあるような人が仕事上のパートナーとしては、最適です。いっぽうで、温かい人間関

係に飢えていますから、楽天的で常に将来に明るい希望を持ち、ホラを吹きながらも、熱

心に行動するような人が、魂の触れあいパートナーとして必要です。また、理論や理屈よ

りも、自分の経験から来る直感にだけに従って、ハッタリをかます人や、決断力がありす

ぎる人は、同性、異性を問わず、あなたをダメにします。

　あなたは、精神世界を探求し、神と霊の世界を求めざるを得ない宗教的カルマを背負っ

て生まれてきています。たとえ商売が上手でお金持ちになったとしても、それだけでは心

は満たされません。どんなことにも、精神世界と神霊に根ざした理論を持ち込み、雄弁に

語るのが好きです。力と力の勝負は、まったく苦手です。口と理論で武装するのがあなた

の特徴であり、あなたに与えられたカルマです。

井上真央様 1987/1/9 生まれの鑑定書

宿命-1

戊辛丙

午丑寅
干支暦

■あなたは、どんなカルマを背負って生まれてきたのか？

■カルマを越えていくためのパートナーは？

《宿曜経の二十七宿の盤》

　あなたが、書物から得た悟りに近い理論は、非常に深いものがありますが、それは他人

には理解できません。ですから、自分はこんなにも、考え抜いて出した結論なのに、誰も

分かってくれない、と不満をもらすことがあるでしょうが、そういう自分に自信をもって

良いのです。他人に、分かりやすく説明しようとか、他人に、好かれるために、妥協しよ

うという考えでいると、かえって、あなたはダメになっていきます。誰も悟れなかったこ

とを、深い精神世界から導くこと、そして、その理論を、熱心に説いて回ることが、あな

たの人生哲学であるべきなのです。

■カルマを活かす、生き方はどういうものか？

カルマから逃げる生き方は良くない

カルマを活用すると開運するのじゃ！

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230



リズム-1

・独立運-活力度指数-グラフの指数が高い時

　独立運とは、とにかく活力がみなぎる時ですから、他人との競争や、他社

との戦いにファイトを燃やせる時です。その分、周囲との摩擦や周囲の意見

を無視したりすることも多くなり、組織人としてはルールから外れやすい時

です。逆に、この時期にだけできることは、思い切って一か八かで独立する

ことです。つまり、将来をいくら計算しても、１００％の安全を保証された

独立などはあり得ませんので、思い切った独立をやれるのはこの時期だけな

のです。独立や転職を決意しているのなら実行の時です。車を購入するな

ど、大きな金額の買い物をしたりするのもこの時期ですが、慎重さが重要な

時です。

　グラフの下の時期は、むやみに行動を起こしてはならない時です。

井上真央様 1987/1/9 生まれの鑑定書 干支暦
戊辛丙

午丑寅
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奉仕運・表現運リズム
・サービス運-活力度指数-グラフの指数が高い時

　サービス運とは、他人や社会にサービスや奉仕をしたいと思う「でしゃば

り」の心が強くなる時です。つまり、自分のもっている天賦の才能を社会で

生かしたいという思いが強くなり、やらなくても良いことをやってしまう時

です。その分、実利的には、メリットがないのですが、社会に貢献したり、

その結果名前が売れたり、有名になったりする時期です。自分が前へ前へと

出る時ですので、他人の気持ちを思いやる余裕がない時です。独立や転職し

たい場合には、日々の生活のお金に現状でも困っておらず、しかも新しい仕

事で才能が生かせると思うなら実行の時です。

　他人の行動や考えを、言葉や態度で否定し、相手を傷つけやすい時ですの

で、言葉遣いには注意が必要の時です。

　グラフの下の時期は、自分を表現してはいけない時期です。

第四章　総合的に見るあなたの人生グラフ

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230

陰陽五行占星術による生涯の活力度指数
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独立・実行運のリズム



リズム-2

・支配運-活力度指数-グラフの指数が高い時

　支配運とは、他人や社会や市場を支配したいと思う時です。つまり、いつ

もよりも、大衆が実は欲しいと思っているものや、大衆が受けたいサービス

の内容にピンとくるのです。ですから、○○という戦略で、○○という事業

を展開すれば、市場を支配でき、人を支配でき、その結果、自分にもメリッ

トがあるという時期なのです。結果として、商売がうまくいって、お金が

入ってくるようになるかもしれません。独立や転職を決意し、独自の新しい

商品や製品開発と販売に燃えているのなら実行の時です。お金が欲しいとい

うだけの動機では失敗する時です。

　相手の心の動きが、いつもよりも察知できやすい時ですから、相手が望む

ことをしてあげれば、やがてはあなたの無理も聞いてくれるような友人をつ

くる時です。

　グラフの下の時期は、他人の心を理解できない時期です。

井上真央様 1987/1/9 生まれの鑑定書 干支暦
戊辛丙

午丑寅
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独立・実行運のリズム

仕事運・出世運リズム ・出世運-活力度指数-グラフの指数が高い時

　出世運とは、ある一定の組織の中で、その上司や経営者から、いつもよ

りも難しい仕事や大きな仕事を任せられ、自分の骨と肉体を削って仕事を

せざるを得ない時期のことをいいます。他人よりも汗を流し、血を流して

の仕事ですから、出世ができる時期なのです。決して、安楽としてできる

ものではありません。運命学で言う仕事運とは、自分を鞭打っての見返り

としての成功報酬を言うのです。組織に属していない、自営業の方は、命

令される人がいないので、出世運は作用しません。得意先から命令され、

必死になって働く環境がもしある場合は、出世運といっても良いでしょ

う。独立や転職を決意しているのなら、待った方が良いでしょう。

　妻の場合は、夫や目上から細かく指示されることが多くなる時期です。

　グラフの下の時期は、目上や上司と縁が薄くなる時期です。

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230

陰陽五行占星術による生涯の活力度指数
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・アイデア運-活力度指数-グラフの指数が高い時

　実利になるかどうかはともかく、右脳的、宗教的な発想で、ピンとき

て、ユニークで面白い企画とアイデアを考え、行動する時期です。この時

期は、普段は思いもつかないアイデアが、次々に沸いてくるかもしれませ

んが、それで有頂天になりやすい時期でもあります。あくまでも、アイデ

アはアイデアであって、それが現実生活で役に立つかどうかは、冷静に判

断し、マーケッティングをして、戦略を練らなければなりません。独立や

転職を決意しているのなら、自分のアイデアをビジネスに結びつけてくれ

るスポンサーがいるのなら、実行する時です。１人単独で事業を起こすの

は止めましょう。また、お金を追い求めるだけの事業も止めましょう。

　しかし、この時期は実利よりも楽しみと喜びを中心とした生活で開運す

る時です。

　グラフの下の時期は、新しいことに関心を持たない方が良い時期です。

井上真央様 1987/1/9 生まれの鑑定書 干支暦
戊辛丙

午丑寅

独立・実行運のリズム

運のリズムは一定の間隔で繰り返すものである。

　物事のスタートは、何事も興味から始まります。つまり、好奇心が湧き

出て、関心を持ち、学習するところからスタートするのです。それから、

次は、関心を持ったことを実行に移します。この期間に色々な人と出会う

ことがあります。実行に移すと、次は、今までは気にもとめなかった細か

い部分が気になるようになります。つまり、趣味から、玄人への脱却で

す。そうなると、次には、関心のもった内容が、現実的であるのかどう

か？本当に社会に貢献するものなのかどうか？を考えるようになります。

そして、最後には、いよいよ関心のもった事柄が完成し、それを管理する

ようになります。こういった５つの工程を経て何事も完成へと導かれるの

です。

この５つのリズムの工程は、そのまま人間の能力の５分類に等しいことに

気がつかれたでしょうか。これは、陰陽五行占星術の奥義です。

スタート

これ、すなわち人間の能力の５分類に等しい分類方法。

リズムの判断は、良い悪いという単純なものではない。

リズム-3

仕事・出世

支配・財

奉仕

独立・実行

学習・好奇心

■リズムは、繰り返す

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230

陰陽五行占星術による生涯の活力度指数
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学習・好奇心運のリズム



口先度-心の開放型

　五段階のランキング中、第ニ位です。この人は、細かいところに色々と気がつき、普通

の人が発想できないことを発案して言葉に出していくのです。それを具体的にどのように

実現していくかという戦略性と行動力、組織力に関しては今一歩の面があります。そう

いった意味でどうしても言葉が優先してしまいます。特に、管理職になれば細かいことを

言うので、会議で話す時間が長くなるタイプです。

優柔不断度-心の開放型

　五段階のランキング中、第三位です。つまり普通は、さほど優柔不断ではありません。

この人は、上司からの指示や会社からの方針が強制されない場合は、ピンとくる自分の感

性と判断に従って、鋭く前進していくものです。しかし損得勘定が強いため自分の評価を

落としてまでも主張を貫くことはしたくありません。従う振りをして、実は全く従ってな

いことが多いのですが、これが、意外に上司や会社の圧力に弱く、優柔不断に見えてしま

うことがあるのです。

責任感度-心の開放型

　五段階のランキング中、第四位です。この人は、鋭敏な感覚と判断力には自信があるの

ですが、それが会社においては上司との対立を引き起こすことになるのです。ですから、

上司が無理矢理方向性を押しつける場合などは、まったくその指示通りにやらないことも

度々です。ですから、上司から見ると責任感があるとはあまり評価されないのです。しか

し、自分が納得して関心があるものに対しては、コツコツと細かいところまでをとことん

追及してやるという姿勢はあります。十分に話し合ってこの人のヤル気と責任感を起こさ

せることが、使う側のコツとなります。

井上真央様 1987/1/9 生まれの鑑定書

ランク-1

戊辛丙

午丑寅
干支暦

■口先度ランキング

■優柔不断度ランキング

■責任感度ランキング

全てが完全であるという人間などいないゆえに

ランキングで悟りを得るのじゃ

己を良く知ることである。

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230



芸術・審美度-心の開放型

　五段階のランキング中、第ニ位です。この人は、鋭い感性、ピンとくるセンスがありま

すので、美しい自然を見れば、写真を撮りたくなります。そして、美しく写真を撮るため

に、今度はカメラに凝り出すというどこまでも突っ込んでいく能力です。また、遺跡から

掘り出されたバラバラの土器の破片などを時間をかけて復元していくといった作業や、日

本刀などの伝統芸能を習得していくといった分野では個性が生きていきます。

経済・社会度-心の開放型

　五段階のランキング中、第四位です。この人は、自分の関心のある専門分野において

は、誰よりも鋭く、研究を続けて行く職人気質のプロの根性があります。ですから、ます

ます高度になって、複雑になっていく、専門化された社会、経済のシステムの中でうまく

興味のある分野が見つかれば、発展していくことができるのです。最初からお金目的にや

ると経済感覚が今一歩ですからうまくいきません。

心の開放型

　もともと心が開放されており、人との比較などには関心がなく自分の関心があることに

は、凝ってしまうタイプです。ですから、凝ってしまうと、先のことなどを忘れて趣味嗜

好に走ってしまう傾向があります。決して悪い気持ちはないのですが、どうしてもその場

の楽しみを選択しがちですから、キリギリスに分類できます。しかし、自分の気に入った

ことだけは、コツコツとやれます。

井上真央様 1987/1/9 生まれの鑑定書

ランク-2

戊辛丙

午丑寅
干支暦

《キリギリスの心》・・楽しさを最優先

《アリの心》・・見て見ぬ振りはできない心

■芸術（真・美・善）を感じる心のランキング

■社会経済型ランキング

■あなたはアリ型？キリギリス型？

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230



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。

宿曜経開運暦

 井上真央 様 　　2015年1月度宿曜暦

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

10987654

17161514131211

24232221201918

31302928272625

栄の日

本命宿：觜宿

畢宿 觜宿 参宿

井宿 鬼宿 柳宿 星宿 張宿 翼宿 軫宿

角宿 亢宿 氏宿 房宿 心宿 尾宿 箕宿

斗宿 女宿 虚宿 危宿 室宿 壁宿 奎宿

婁宿 胃宿 昴宿 畢宿 觜宿 参宿 井宿

親 命 栄

衰 安 危 成 壊 友 親

業(暗黒日) 栄(暗黒日) 衰(暗黒日) 安(暗黒日) 危(暗黒日) 成(暗黒日) 壊(暗黒日)

友 親 胎 栄 衰 安 危

成 壊 友 親 命 栄 衰

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。

(著作)スターフォーチュン　深川宝琉 TEL 090-3416-6230

衰の日
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。

安の日
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。

危の日
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。

成の日
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。

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。

友の日
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。

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。

業の日
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。

暗黒日
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。


