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旧暦 平月 3/23 (紫微旧暦)
身宮 : 子
順逆行 ： 順
五行局 ： 土五局
子年斗君 ： 寅
2014年度の月運
流派 ： 主星派（旧月節気法）
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友・衰-友達になりやすいが、似た者同士のゆえに障害が発生する関係
成・危-異質なものに惹かれあい発展する可能性のある関係
業・胎-前世や来世の因縁づけられた関係

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

ホロスコープが語るパーソナリティ分析図・・・星は表面意識を表し、星座は潜在意識をつかさどります。
表面意識（星）

星は、人の表面意識に具体的に作用を与えます。星のアスペクトが
多いほど作用は強く、星のアスペクトが弱いほど作用は弱い。

星が語る 男らしさ 女らしさ 中性度
男らしさ度 6

・男らしさの生命力と闘争心は、太陽と火星がつかさどります。
→強引にものごとを進めていくパワーがあります。
・女らしさのおだやかさと愛情は、月と金星がつかさどります。
→争いよりも和と楽を好みますが、感情に流されやすい。

中性度 2

・中性の会話・交流と社会生活は、水星と木星がつかさどります。
→周囲とのバランスをとりながら、無理なく発展していきます。

女らしさ度 8

星が語る 僧侶 戦士 商人 労働者 度
僧侶・審美 6
戦士・達成 6
労働者・秩序 2
商人・親和 4

星が語る 精神世界 現実世界 融合度
精神世界 8

・僧侶とは、審美善を追及→木星と金星がつかさどります。
→利益よりも倫理観にもとづいて、行動していきます。
・戦士とは、達成感を追及→太陽と火星がつかさどります。
→目標達成のためには手段を選ばない戦士です。
・商人とは、人との親和を追及→月と水星がつかさどります。
→この人から商品を買うのなら、高い安いは関係ない。
・労働者とは、秩序に支配され束縛→土星がつかさどります。
→上司に命令され、規則に縛られながら仕事をしていきます。
・幻想的な精神世界は、天王星・海王星・冥王星がつかさどります。
→目の前の現実を無視して、理想だけを追いかける心理。
・戦い社会困難の現実世界は、火星・木星・土星がつかさどります。
→理想や未来は、現実の積み重ねでしか達成できないという心理。

現実世界 6

融合度 9

・水星の知と金星・月の愛情は精神と現実の両方をつかさどります。
→人との和合なくしては、発展もありえないというバランス感覚。

星が語る 自己への理解 経験への理解
経験への理解 6

・自己意識への理解は、太陽・月・水星・金星がつかさどります。
→周囲への理解よりも、自分がどうしたいかが優先する。
・他人と経験への理解は、火星・木星・土星がつかさどります。
→周囲への理解をした上で、自分がどうしたいかを決定する。

自己への理解 12

潜在意識（星座）

星座は、人の潜在意識に長期間にわたって心理的作用を与えます。
星が多く入っている星座の作用は強く、星が入っていない星座の作用は弱い。

星座が語る 潜在意識での興味の領域
自分自身 3
身近な人 3

・自分自身への関心が深く、自分の本質を追い求めたい潜在意識。
→おひつじ座、おうし座、ふたご座がつかさどります。
・身近な人など狭い社会での交際を重視したい潜在意識。
→かに座、しし座、おとめ座がつかさどります。
・社会の中で自分がどう関わっていくかを重視したい潜在意識。
→てんびん座、さそり座、いて座がつかさどります。

神・人類愛 2

・神が自分に与えた目的や人類愛を追い求めたい潜在意識。
→やぎ座、みずがめ座、うお座がつかさどります。

社会・経済 2

星座が語る 潜在意識での価値観
損得と実利 1

願望を達成 3

・願望を達成することができるかどうか？を重視する潜在意識。
→おひつじ座、しし座、いて座の『火』の星座がつかさどります。
・損得で物事を考え実務的に安全かどうか？を重視する潜在意識。
→おうし座、おとめ座、やぎ座の『地』の星座がつかさどります。
・知識欲と情報欲がそそられるかどうか？を重視する潜在意識。
→双子座、天秤座、みずがめ座の『風』の星座がつかさどります。

感覚と情感 1
知識と情報 5

・感覚と情感でピンとくるかどうか？を重視する潜在意識。
→うお座、さそり座、かに座の『水』の星座がつかさどります。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

四柱推命と宿曜経が語る社会的能力と行動分析図・・・天干は気を表し地支は質を表す。宿星は性格を示す。
天干の通変星が語る 天命的 な能力

天干の通変星の天命的な能力は、努力しないと開花しません。
・比肩・劫財は、競争力や独立心をつかさどります。
社会で人脈を幅広く形成しますが、計画性・戦略性には欠けます。

食神・傷官 3

比肩・劫財 1
偏印・印綬 0

・食神・傷官は、表現能力や鋭敏な感覚をつかさどります。
社会で自分の才能を売り込みますが、批判的な面があります。
・偏財・正財は、マーケティング能力や商売力をつかさどります。
社会で独自のやり方でビジネスをしていきますが、実利的です。
・偏官・正官は、自己コントロール能力をつかさどります。
社会で組織に服務することができますが、押しの強さはありません。

偏財・正財 0

偏官・正官 2

地支の通変星が語る 習慣的な 能力
食神・傷官 0
偏財・正財
偏官・正官

比肩・劫財 2

・偏印・印綬は、アイデア力と人気をつかさどります。
社会で新しい企画を提案していきますが、持続力には欠けます。
通変星の習慣的な能力は、生活の癖のようなもので努力は不要です。
・比肩・劫財は、競争力や独立心をつかさどります。
人とすぐに和合しますが、勝ち負けの気持ちがいつもあります。
・食神・傷官は、表現能力や鋭敏な感覚をつかさどります。
細かいことにこだわり、人を批判したい気持ちがいつもあります。
・偏財・正財は、マーケティング能力や商売力をつかさどります。
人を利用したり指導していきたいという気持ちがいつもあります。
・偏官・正官は、自己コントロール能力をつかさどります。
誰かに守られていないと不安という気持ちがいつもあります。

偏印・印綬 4

・偏印・印綬は、アイデア力と人気をつかさどります。
苦労するよりも気楽に生活したいという気持ちがいつもあります。

十二支の行動力は 生物型 理念型 社会型 のどれに属するか？
生物型行動

・生物型行動は、欲求と本能で行動するタイプ。
子・卯・午・酉の４支が欲求に素直に従って行動します。
・理念型行動は、自己の信念と理想や常識で行動するタイプ。
丑・辰・未・戌の４支が、ある規範に従って行動します。

理念型行動

・社会型行動は、人や社会からの評価で行動するタイプ。
寅・巳・申・亥の４支が、人と積極的に関わって行動します。

社会型行動

十二運星の癖は 孤立型 順応型 社会型 のどれに属するか？
孤立しやすい

・孤立型は、どうしても周囲から孤立してしまうタイプ。
胎は独自路線と自由を好み、沐浴は定着を嫌い、
病はあまりにも心配症で、死は干渉し過ぎます。
・順応型は、周囲に合あわしていこうとするタイプ。
養は愛情を確認したく、衰は過去の経験から判断をし
墓は現実的な判断をし、絶は変化に敏感に対応します。

順応しやすい
社会への関与

・社会型は、自分の価値を社会に認めて欲しいタイプ。
長生は実益を重視し、冠帯は華やかな体面を重視し
建禄は完璧さを求めて邁進し、帝旺は悠然と華を求めます。

宿星は 自己主張型 楽喜型 社会型 規律論理型 のどれに属するか？
・西の位置にある星宿は、白虎です。
個人の考えを主張し、独断的となり人や社会を利用しやすい。
朱雀型(楽喜)
白虎型(自己)
・南の位置にある星宿は、朱雀です。
感情や喜びや楽しみを優先し、規律を無視しやすい。
・東の位置にある星宿は、青龍です。
社会とのかかわりあいを重視し、甘い個人主義には批判的です。

青龍型(社会)
玄武型(規律)

・北の位置にある星宿は、玄武です。
理論・規律・常識を優先し、楽しみや感情を抑えてしまいます。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

進化段階の測定結果
1960年2月18日 8時0分 栃木県

山本様
［十干：精神］ 8点／8点

集中力が抜群にあって、だれも真似できない粘りを発揮して新分野を開拓していく。

［通変星：能力］ 8点／8点
特異な才能を発揮して、それを合理的にビジネスにしていくことができる。

壬

丙

戊:食神

庚:偏財

辰

子

寅

子

冠帯

胎

長生

胎

進化段階の点数
合計点数 40 点／50点満点
進化段階の点数が低い場合は、個性の欠点だけがでやすくなります。
進化段階の点数が中程度の場合は、個性の欠点を克服しつつあり長所も出ます。
進化段階の点数が高い場合は、個性の欠点を克服完了し、長所が十分に出ます。

［十二運星：行動］ 4点／4点
だれもやった事のない分野を独自の力で開拓していく、パオイニア精神がある。

［十二支：本能］ 1点／2点
物腰が柔らかく、だれに対しても柔らかく接していくことができる。

■宿曜[人格]：尾宿

4点／8点

視野が狭く融通が利かないが、一本気で、一つのことに徹底して打ち込む。

■支配惑星[魂]：太陽

5点／10点

自分がこの世に生きている存在意義を見いだして、進化したいという欲求はあるが、実力が不足していて道半ば。

■太陽の星座[命の源]：水瓶座

10点／10点

個性的で友好的で人の情けを理解する進歩的な考えを持ち、楽しみながらも物事を達成していく。

メモ
カリスマ外科医として生きている人です。
もって生まれた特性を生かしきっています。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。
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太陽
17゜07'
18゜07'
19゜08'
20゜08'
21゜08'
22゜09'
23゜09'
24゜10'

水星
0゜58'
2゜28'
4゜00'
5゜32'
7゜05'
8゜39'
10゜14'
11゜48'

金星
21゜01'
22゜16'
23゜31'
24゜46'
26゜02'
27゜17'
28゜32'
29゜47'
射手座
1゜03'
2゜18'
3゜33'
4゜49'
6゜04'

火星
10゜35'
11゜21'
12゜06'
12゜52'
13゜37'
14゜22'
15゜08'
15゜54'

木星
21゜17'
21゜22'
21゜27'
21゜32'
21゜37'
21゜41'
21゜46'
21゜50'

土星
24゜53'
25゜00'
25゜07'
25゜14'
25゜21'
25゜28'
25゜36'
25゜43'

天王星
13゜17'R
13゜15'R
13゜13'R
13゜12'R
13゜10'R
13゜08'R
13゜06'R
13゜05'R

海王星
4゜50'R
4゜49'R
4゜49'R
4゜49'R
4゜49'R
4゜49'R
4゜49'R
4゜49'

冥王星
11゜36'
11゜37'
11゜38'
11゜40'
11゜41'
11゜43'
11゜44'
11゜46'

アスペクト
1(金木)
1(火冥)
1(火冥)
2(金土)(火天)
2(陽木)(火天)
1(陽木)
0
1(水冥)

11/18
11/19
11/20
11/21
11/22

13゜23'
14゜58'
16゜34'
18゜09'
19゜44'

11/23
11/24
11/25
11/26
11/27
11/28

25゜10'
26゜11'
27゜11'
28゜12'
29゜12'
射手座
0゜13'
1゜14'
2゜14'
3゜15'
4゜16'
5゜16'

16゜39'
17゜25'
18゜11'
18゜57'
19゜43'

21゜54'
21゜58'
22゜02'
22゜05'
22゜09'

25゜50'
25゜57'
26゜04'
26゜11'
26゜19'

13゜03'R
13゜02'R
13゜00'R
12゜58'R
12゜57'R

4゜49'
4゜49'
4゜49'
4゜49'
4゜49'

11゜47'
11゜49'
11゜50'
11゜52'
11゜54'

0
1(陽土)
0
1(金海)
1(水火)

11/29
11/30
12/1
12/2
12/3
12/4
12/5

6゜17'
7゜18'
8゜19'
9゜20'
10゜20'
11゜21'
12゜22'

21゜20'
22゜55'
24゜30'
26゜05'
27゜40'
29゜15'
射手座
0゜50'
2゜25'
3゜59'
5゜34'
7゜08'
8゜42'
10゜17'

7゜19'
8゜35'
9゜50'
11゜05'
12゜21'
13゜36'

20゜29'
21゜15'
22゜01'
22゜47'
23゜33'
24゜19'

22゜12'
22゜15'
22゜18'
22゜20'
22゜23'
22゜25'

26゜26'
26゜33'
26゜40'
26゜47'
26゜54'
27゜01'

12゜56'R
12゜54'R
12゜53'R
12゜52'R
12゜50'R
12゜49'R

4゜50'
4゜50'
4゜50'
4゜50'
4゜51'
4゜51'

11゜55'
11゜57'
11゜59'
12゜00'
12゜02'
12゜04'

0
0
0
0
2(金天)(金冥)
1(陽海)

14゜51'
16゜07'
17゜22'
18゜37'
19゜53'
21゜08'
22゜23'

25゜05'
25゜51'
26゜38'
27゜24'
28゜10'
28゜57'
29゜43'
水瓶座
0゜29'
1゜16'
2゜02'
2゜49'
3゜36'
4゜22'

22゜27'
22゜29'
22゜31'
22゜32'
22゜33'
22゜35'
22゜36'

27゜08'
27゜15'
27゜23'
27゜30'
27゜37'
27゜44'
27゜51'

12゜48'R
12゜47'R
12゜46'R
12゜45'R
12゜44'R
12゜43'R
12゜42'R

4゜52'
4゜52'
4゜52'
4゜53'
4゜54'
4゜54'
4゜55'

12゜06'
12゜07'
12゜09'
12゜11'
12゜13'
12゜15'
12゜17'

0
0
0
1(火土)
0
1(天冥)
4(陽天)(陽冥)(金木)(天冥)

12/6
12/7
12/8
12/9
12/10
12/11

13゜23'
14゜24'
15゜25'
16゜26'
17゜26'
18゜27'

11゜51'
13゜25'
14゜59'
16゜34'
18゜08'
19゜42'

22゜36'
22゜37'
22゜37'
22゜37'
22゜37'R
22゜37'R

27゜58'
28゜05'
28゜12'
28゜19'
28゜25'
28゜32'

12゜41'R
12゜40'R
12゜39'R
12゜39'R
12゜38'R
12゜37'R

4゜55'
4゜56'
4゜57'
4゜57'
4゜58'
4゜59'

12゜18'
12゜20'
12゜22'
12゜24'
12゜26'
12゜28'

2(水冥)(天冥)
1(天冥)
2(陽水)(天冥)
2(陽水)(天冥)
2(金土)(天冥)
1(天冥)

12/12
12/13
12/14
12/15
12/16
12/17

19゜28'
20゜29'
21゜30'
22゜31'
23゜32'
24゜33'

12/18
12/19
12/20
12/21
12/22
12/23
12/24

25゜35'
26゜36'
27゜37'
28゜38'
29゜39'
山羊座
0゜40'
1゜41'

21゜16'
22゜51'
24゜25'
26゜00'
27゜35'
29゜09'
山羊座
0゜44'
2゜19'
3゜55'
5゜30'
7゜05'

5゜09'
5゜55'
6゜42'
7゜29'
8゜16'
9゜02'

22゜37'R
22゜36'R
22゜35'R
22゜34'R
22゜33'R
22゜31'R

28゜39'
28゜46'
28゜53'
29゜00'
29゜06'
29゜13'

12゜37'R
12゜36'R
12゜36'R
12゜36'R
12゜35'R
12゜35'R

5゜00'
5゜01'
5゜02'
5゜03'
5゜04'
5゜05'

12゜30'
12゜32'
12゜34'
12゜36'
12゜38'
12゜40'

2(火海)(天冥)
2(水木)(天冥)
1(天冥)
3(陽木)(金海)(天冥)
1(天冥)
2(水土)(天冥)

8゜42'
9゜57'
11゜12'
12゜28'
13゜43'

9゜49'
10゜36'
11゜23'
12゜10'
12゜56'

22゜30'R
22゜28'R
22゜26'R
22゜24'R
22゜21'R

29゜20'
29゜26'
29゜33'
29゜40'
29゜46'

12゜35'R
12゜34'R
12゜34'R
12゜34'R
12゜34'R

5゜06'
5゜07'
5゜08'
5゜09'
5゜10'

12゜42'
12゜44'
12゜46'
12゜48'
12゜50'

1(天冥)
1(天冥)
2(金火)(天冥)
6(水海)(金火)(金天)(金冥)(火天)(天冥)
4(陽土)(火天)(火冥)(天冥)

8゜41'
10゜17'

14゜58'
16゜14'

13゜43'
14゜30'

22゜19'R
22゜16'R

12゜34'
12゜34'

5゜11'
5゜13'

12゜52'
12゜54'

1(天冥)
1(天冥)

11゜53'
13゜29'
15゜05'
16゜41'
18゜17'
19゜52'
21゜28'

17゜29'
18゜44'
19゜59'
21゜15'
22゜30'
23゜45'
25゜00'

15゜17'
16゜04'
16゜51'
17゜38'
18゜25'
19゜12'
19゜59'

22゜13'R
22゜10'R
22゜06'R
22゜03'R
21゜59'R
21゜55'R
21゜51'R

29゜53'
29゜59'
射手座
0゜06'
0゜12'
0゜18'
0゜25'
0゜31'
0゜37'
0゜43'

12/25
12/26
12/27
12/28
12/29
12/30
12/31

2゜42'
3゜43'
4゜45'
5゜46'
6゜47'
7゜48'
8゜49'

12゜34'
12゜34'
12゜35'
12゜35'
12゜35'
12゜36'
12゜36'

5゜14'
5゜15'
5゜16'
5゜18'
5゜19'
5゜21'
5゜22'

12゜56'
12゜58'
13゜00'
13゜03'
13゜05'
13゜07'
13゜09'

1(天冥)
1(天冥)
1(天冥)
2(陽海)(天冥)
2(水火)(天冥)
0
0

23゜38'
24゜54'
26゜09'
27゜24'
28゜40'
29゜55'
山羊座
1゜10'
2゜25'
3゜41'
4゜56'
6゜11'
7゜27'

紫微斗数推命が教える山本さんの財運と仕事運
山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

紫微斗数推命でみる財運や仕事運というのは、社会の目でみた山本さんの評価
という観点で見るのではありません。山本さん自身がどうするうことが一番喜
べるのか？という心理的観点から占うのです。山本さんは、どうやったらお金
を手にすることができるか？どうすれば、お金を失うか？ということに関して
は、財帛宮または遷移宮を見ます。また、どうやったら人間関係で成功するこ
とができるか？どうすれば、失敗するか？に関しては官禄宮または父母宮の星
を見ます。（星が入っていない場合は、対冲宮を見るという画一的な見方はし
ません。）

■山本さんは、どうやったらお金を手にすることができるか？どうすれば、お
金を失うか？
山本さんの財運は天梁星ですから、仕事の内容やレベルが高いとか低いという
こと以上に、リーダーシップをとれるかどうかが重要になってくるようです。
たとえば、サラリーマンなら、２０代の後半にもなれば、人を使ってチームを
まとめていくような立場になれる環境が良いのです。従って、新入社員をあま
り採用しないような会社では、いつまでもリーダーになることができませんの
で、ストレスが溜まっていくいっぽうです。もし、部下がいない場合は、アル
バイトやパートの人達をまとめて動かすような立場が良いのです。もちろん、
人の上に立ちたいという希望をもっている人達は沢山いますから、山本さん自
身がどの程度のリーダーになっていけるかは、努力次第ということになりま
す。また、人を率いていくためには、度量の大きさ、人を思いやる愛情、判断
力といったことが要求されてきますから、これらは普段の生活で身につけてお
く必要があります。もし山本さんに学歴がない場合でも心配する必要はありま
せん。世の中には学歴など必要とされない仕事が沢山あります。学歴よりも、
スタッフをまとめることに長けた才能を欲している職種が沢山あるからです。
たとえば、ファーストフードの店長などは、アルバイトの管理能力が最大のポ
イントになります。また、運送会社などでは、猛者が多いドライバーをどのよ
うに管理するかが大きな悩みとなっているのです。逆に山本さんに学歴があっ
て、大きな企業に勤めていて、給与もそれなりにもらっている場合は、ライバ
ルが沢山いるわけですから、その中でのし上がってリーダーになっていくのは
大変な苦労が伴うことでしょう。そういった環境で、もしリーダーになれない
で、嫌な上司の指示を受けながら、仕事を続けていくと大きなストレスが溜ま
り、事故や病気、そして人間関係のトラブルなどを起こしてしまう可能性があ
ります。そういうときは、思い切って自分の実力を評価してくれる、小さな会
社に転職することも良いことなのです。以前のような、大企業の社員というブ
ランドと誇りはないかもしれませんが、多くのスタッフの上に立って、采配を
ふるえるということは、山本さんにとっては何よりもよろこびになっていくは
ずです。さらに、その会社が発展していけば、収入もそれに応じてアップして
いくので、最終的には、満足な人生となるはずなのです。

■山本さんは、どうやったら人間関係で成功することができるか？どうすれ
ば、失敗するか？
山本さんの職場運は天機星ですから、愛情と人情をもって、人と接していくと
いうのがあまり得意ではありません。どうしても、理屈優先、理論先行、知的
センスが優先しがちです。ですから、山本さんの上司やリーダーになる人が、
山本さんの知的センスを評価してくれていれば、山本さんは大変うれしくなっ
て、人間関係もスムーズになっていくのです。しかし、上司やリーダーも山本
さんとおなじようなタイプで、理論家で、理屈っぽく、人情味があまり感じら

れないようですと、どうしても口論が発生しやすくなってしまいます。それで
も、上司のほうが、山本さんよりもさらに知的センスが高く、山本さんが尊敬
できるくらいの頭脳をもっていれば、納得して仕事をやっていくことができま
す。しかし、知的センスは山本さんのほうが、優れているにもかかわらず、管
理能力や学歴などで出世したような上司のもとでは、山本さんは我慢ができな
いかもしれないのです。最終的に山本さんは、自分自身の知的センスや頭脳を
認めてくれる、器の大きい、そして決断力のある、心温かい人のもとで仕事を
するしかないのです。そういう良きリーダーを探し求めていくことが、山本さ
んが、良き人間関係を築くことができる道なのです。山本さんの欠点は、鋭い
言葉で相手の心を傷つけてしまう傾向があるということですから、人情味のあ
る人と交流をもって、親しく接していくと、長い間には、その欠点もまるく
なっていくのです。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

山本さんが妻にしたいと思う女性はどんな人？
山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

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

■山本さんの基本的な性情と性的な欲望の傾向は？
山本さんの基本的な性情は天同星です。ですから、山本さんは、一見優しい雰
囲気を漂わせていますが、善悪をしっかりと判断できる人です。女性との交際
も道徳的に正しいと思う範囲でスタートし、決して不純な気持ちで、女性と接
していくことはしないでしょう。しかし、同情心が沸いてくると、どんどんと
親切心があふれ過ぎて、夢中で尽くしてしまうタイプでもあります。たとえ
ば、女性同士のささいな喧嘩や、上司への不満、会社への不満、セクハラの悩
み等も、親身になって耳を傾けてくれるますから、女性にとっては、こんな居
心地のよい人はいないと感じるかもしれません。ですから、女性のほうが先に
結婚を思いたってしまうような男性です。山本さんのやさしさや世話好きは、
生まれ持ったものですから同性・異性に関係なく、同じように親身になって世
話してあげることもあるのです。ただ、世話好きという良い面をもった反面、
それは、意外と経済感覚には甘いことを暗示しています。たとえば、みんなで
食事や飲み会などに行ったときには、自分で勘定を払ってしまったりするの
で、ほとんど貯金をしていないということもありそうです。交際に関していえ
ば、山本さんのほうから積極的にキスを求めてきたり、無理に抱きしめたりは
しないはずです。どちらと言えば、女性の求めに応じて愛し合うといったタイ
プなので『ねえ、今日家までちょっと送ってくれない』と誘われると、断りき
れずに、ついついその女性と、深い関係になることもあるでしょう。そういう
意味では、本人は決して望んではいるわけではないのですが、三角関係のよう
なケースが、起こらないともいえません。ですから、山本さんの女性関係をよ
く聞いた上で交際を深めた方がいいでしょう。彼の優しさ故に、他にも自分の
ように想いを寄せている女性がいるかもしれないからです。あなたが山本さん
との結婚を真剣に考えているなら、『そろそろ両親に合ってくれない』とか、
『結婚の日取りはどうしようか。お金もかかることだし』と、それとなく山本
さんの反応を確かめてみるといいでしょう。普段どおり、山本さんがあなたの
言葉に対して、心をこめて応えようとすれば、山本さんもかなり真剣だという
ことがわかります。逆に、言葉を濁すようだと、経済力もなければ、生活力も
ない、あまり脈のある人とはいえませんので、早めに山本さんとの交際を切り
上げて、次の恋愛を求めたほうが、あなたの為かもしれません。
本当の山本さんが心の底で願っている性的欲望の傾向は、今まで述べたとおり
です。しかし、同じ屋根の下で、常に寝起きと食事を共にするという現実生活
の結婚という観点から、女性を選ぶ場合には実はまったく異なる心の動きをす
ることもあります。具体的にどんな女性が現れたときに山本さんの心が、『結
婚』にゆれ動いてしまうのか、これから説明してみましょう！下半身の欲望と
結婚は別物という男性の心の切り替えの巧みさに、驚かないでくださいね。

■山本さんはどういう女性なら、妻にしたいと思うのか？

山本さんが妻にしたいと思う女性は、文曲星のような女性です。すなわち、上
司や同僚の話を素直によく聞き、その仕事ぶりは、周囲のだれからも好かれ、
また、会社の同僚や部下と飲みに出かけると、でしゃばることもなく、みんな
の話を親身に聞き、『ええ、わたしもそう思いますよ』と、にっこりうなづい
たり、『今度の仕事、ほんとうに残念でしたね。でも、次はきっと大丈夫
よ。』と、なぐさめの言葉をやさしくかけてくれるような女性を妻に迎え入れ
たいと思っているのです。顔立ちは、ふっくらとした丸顔で、ぽっちゃりとし
た体型、派手に着飾ることをせず、ひざが隠れるくらいのスカートを好んで、
装っているような女性なのです。こんな男に都合が良いだけの女性がいるわけ
ないと思うかもしれませんが、結婚に、そういう夢を抱いているのが山本さん
という男性なのです。そんな山本さんが、理想と思う女性とデートをはじめる
と、春の陽気がだんだんと降り積もった雪を溶かすように、自分の中にすっぽ
りと空いた冷たく、わびしい空間が、この女性の温かいぬくもりで、満たされ
ていくことに、山本さんはいてもたってもいられず、愛の告白をすると、決意
しているのです。山本さんが誠意をもって、一生懸命にプロポーズをすれば、
たとえ好意はもっていなくても、ニッコリ笑って『ごめんなさい。うちでは見
合いをするように、父から言われているの』と、やさしく断わられるはず、と
いう幻想を持っているのです。山本さんは、こんな女性と結婚したら、家庭の
ことに一生懸命精を出して、夢のような温かな家庭が築くことができるはずと
信じています。逆に山本さんが、妻にしたくないと思う女性は、男性と対等な
立場で働くことが生き甲斐で、キツイ言葉を平気で言う女性や、いつも独断で
行動して、他人に迷惑ばかりをかけている協調性のない女性です。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

豊田 章男さんが異性によって運が下がるとき
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

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

■人生をダメにする異性との出会いが、いつごろやってくるのか？
豊田 章男さんが、いつもの勇気とバイタリテイを失い、少し自信を失いかけて
いるような異性に走ってしまう可能性があるのは、干合干の2025年です。
いつもは、人になんといわれようとも、あまり気にしないで、やってしまう豊
田 章男さんですが、この年だけは、人からの評価や人のうわさ話しなどが気に
なってしかたありません。そういう年だからこそ、少しおどおどしている異性
を、自分をわかってくれるやさしさをもった異性と勘違いしてしまう可能性が
あるのです。

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

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

豊田 章男さんの異性運を良くする方法
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

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

■もともと、豊田 章男さんは、異性からどのように思われやすいか？
豊田 章男さんは金星に強く支配されていますから、もともと、女性がどんなタ
イプの人であっても、たいていは合わせていくことができる協調性や優しさを
備えています。また、女性から好かれる容姿の持ち主です。ただ、日常生活に
おいては、遊び好きで努力を嫌うところがあり、誰に対しても八方美人に愛嬌
を振りまき、浮気っぽい女性であるかのよう誤解されがちです。あなたがもう
少し日頃の真面目さを前面に出すように心がければ、ふられることはなくなり
ます。

■異性が、豊田 章男さんから、離れたいという瞬間はどういうときか？
豊田 章男さんの日支蔵干の通変星は、正官です。つまり、付き合っていた女性
が、あなたの性格や過去が、彼女自身の親や上司から、忠告されていた通り
だったと気付いた時に、気持ちが冷めていくのです。目上の人たちとの関係を
重視する彼女は、目上の忠告を頭からはね返すことはできません。もともと、
豊田 章男さんがお付き合いする女性は、恋愛にのめりこむタイプではなく、や
や保守的な人生観の持ち主です。したがって、最初からきちんと本当の過去を
話してくれなかった豊田 章男さんに、不安で不透明なものを感じ、離れる決心
をするのです。

■豊田 章男さんの異性運を良くするための方法
豊田 章男さんの先天的な女性運は、第７ハウスの星座がもともと支配している
土星です。豊田 章男さんの恋愛は、時間をかけて交際を育み、忍耐強く障害を
乗り越えていく必要があります。不誠実な対応の恋愛はマイナスに作用しま
す。あなたよりもずっと年上の女性や無口で無愛想な女性をえらぶと、あなた
自身も幸運と愛情を手にすることができます。派手で嘘つきな女性とは別れる
べきです。豊田 章男さんの女性運向上の鍵は、先祖供養、習い事、節約、皮の
バッグ、田舎暮らしなどです。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

豊田 章男さんの異性運を良くする方法
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県
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を振りまき、浮気っぽい女性であるかのよう誤解されがちです。あなたがもう
少し日頃の真面目さを前面に出すように心がければ、ふられることはなくなり
ます。

■異性が、豊田 章男さんから、離れたいという瞬間はどういうときか？
豊田 章男さんの日支蔵干の通変星は、正官です。つまり、付き合っていた女性
が、あなたの性格や過去が、彼女自身の親や上司から、忠告されていた通り
だったと気付いた時に、気持ちが冷めていくのです。目上の人たちとの関係を
重視する彼女は、目上の忠告を頭からはね返すことはできません。もともと、
豊田 章男さんがお付き合いする女性は、恋愛にのめりこむタイプではなく、や
や保守的な人生観の持ち主です。したがって、最初からきちんと本当の過去を
話してくれなかった豊田 章男さんに、不安で不透明なものを感じ、離れる決心
をするのです。

■豊田 章男さんの異性運を良くするための方法
豊田 章男さんの先天的な女性運は、第７ハウスの星座がもともと支配している
土星です。豊田 章男さんの恋愛は、時間をかけて交際を育み、忍耐強く障害を
乗り越えていく必要があります。不誠実な対応の恋愛はマイナスに作用しま
す。あなたよりもずっと年上の女性や無口で無愛想な女性をえらぶと、あなた
自身も幸運と愛情を手にすることができます。派手で嘘つきな女性とは別れる
べきです。豊田 章男さんの女性運向上の鍵は、先祖供養、習い事、節約、皮の
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(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

豊田 章男さんの今の本当の気持ちは？
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

あなたの中で、時々豊田 章男さんに対して無性に「本当の気持ちを教えて」と
言いたくなる時はないでしょうか？覗いてはならない秘密の鍵穴の向こうに、
豊田 章男さんの本当の心が隠されているかもしれません。豊田 章男さんが、
あなたと付き合っている本当の理由は、あの人を支配している星をホロスコー
プでみて占います。次に、あなた以外に、今好きな人がいるかどうかは、四柱
推命の今年の年運の蔵干をみて占います。昨年まで、良かったから今年も、そ
れが続くとは限りません。分かれようと思うときの状況は、改革と変化とつか
さどる天王星の入っている星座の影響をみることで占います。

■豊田 章男さんがあなたと付き合い続けている本当の理由は？
豊田 章男さんの支配星は金星です。豊田 章男さんは、誰に対しても優しく、
愛嬌を振りまくサービス精神の旺盛なところがあり、あまり相手の言うことに
対して逆らわない、従順なところもあるようです。つまり、交際の主導権をあ
なたに託しているようなところがあって、あなたが自分から離れて行かない限
り、豊田 章男さんの方から別れようとすることはないのです。またあなた自身
も、豊田 章男さんと一緒にいるだけで、何もしなくても心が楽しくなるような
関係です。そして、二人が付き合い続けている限り、豊田 章男さんの優しさは
常に変わらず、あなたの意向に極力合わせようと、努力をし続けます。

■今現在、豊田 章男さんには、あなた以外に好きな異性がいるか？
豊田 章男さんの今年の異性運は官星です。豊田 章男さんは今、自分の恋愛や
交際が、周りの人達からどのように見られているのかを、必要以上に気にして
いるようです。特に、仕事上プラスに働く異性であるかどうかによって、好き
という気持ち自体も、濃淡が変化してくるような気配さえ、うかがわれます。
あなた以上に、仕事や社会生活にプラスに働く相手が出てくるなら、気持ちが
傾いてしまう可能性は十分あります。それ以外であれば、他に好きになる異性
は出てきません。

■豊田 章男さんが、あなたと別れようと思うのはどういうときか？
豊田 章男さんの天王星は、かに座にあります。つまり、豊田 章男さんが、本
能的にあなたと別れようと思うときは、親子間の関係やとらえ方が根本的に異
なっている、と感じたときです。家庭・家族に対しての考え方も重要なテーマ
で、それらがあまりに隔たっていると、一緒に生活していくことは出来ない、
と感じるのです。二人の育ってきた環境が、異なっているのは最初から判って
いても、それらの接点が見出されなければ、家庭生活をこれから一緒にいとな
んでいくことはできないないのです。あなたが、自分の両親のことを、あまり
にも、強く批判したときなどは、別れを決定するきっかけとなります。二人が
愛し合っていれば、家族は関係ないという思いは、豊田 章男さんにはまったく
通じません。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

豊田 章男さんが大人の男として愛されるためには？
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

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

■豊田 章男さんは、どうすればセクシー度をアップできるか？
豊田 章男さんの支配星は金星ですから、豊田 章男さんの場合、セクシー度を
アップするためには、まず豊田 章男さん自身に対して、もっと愛情を注いでい
くことから入っていくべきです。この場合、愛情を注ぐのは、豊田 章男さんの
精神的な部分に対してではなく、身体に対してです。この点を間違えてはいけ
ません。セクシーな男性の多くは、自分の肉体に対して愛着を持っています。
ぜひ、豊田 章男さんも今夜から入浴の前に、鏡の身体に向かって、「自分の肉
体は、美しい」と褒めてあげる癖を付けるべきです。美しくないと思うなら、
飲食をコントロールし、歩く時間を長くとり、肉体を若く保つよう努力するこ
とです。暴飲暴食で、肉体をいたわらずに、たるんだお腹は、豊田 章男さんに
はふさわしくありません。何かを愛する心、これが豊田 章男さんの、セクシー
さとなって、女性を刺激するからです。

■女性から見た豊田 章男さんのセクシーポイントは？
豊田 章男さんの日支は丁ですから、女性から見た、豊田 章男さんのセクシー
ポイントは、ずばり善悪を見抜く精神的な頭脳と、目にあるようです。豊田 章
男さんの姿形を、いくら良くしても、豊田 章男さん自身の魅力が向上すること
は、期待できないのです。むしろ、女性は、豊田 章男さんの口から、どんな言
葉がでてくるのか、世の中の事件や流れに対し、どのような批判をし、判断を
しているのか、または会社内のトラブルに対し、どのように鋭く切り込んでい
くのか、といった、頭脳の使い方をみているのです。温かい気持ちをもちなが
らも、鋭く本質を追及し、不正や悪を許さない、その精神性こそが、豊田 章男
さんのセクシーポイントなのです。そして、それが、一番あらわれているの
は、豊田 章男さんの目です。ですから、目が隠れるような長髪や、枠が太すぎ
る眼鏡や、色つきのサングラスなどは、豊田 章男さんの魅力を半減させてしま
うのです。

■豊田 章男さんがベッド上で、より女性から愛されるようになっていく秘訣
は？
豊田 章男さんの性的感性は土星が支配しています。豊田 章男さんがベッド上
で、女性からより愛されるようになっていくための秘訣は、女性のわがままな
求めに応ずることが、過去のトラウマから逃れるために必要だと、自分自身に
言い聞かすことです。恋愛においても、仕事においても、家庭生活において
も、なにかとトラブルを経験している豊田 章男さんですから、心が疲れ果てて
いる場合があります。しかし、そういう数多くの苦労に忍耐してきた豊田 章男
さんだからこそ、女性に対し、優しさをもって、接することができるのです。

女性は、わがままなものです。自分勝手な要求をしてくることもあります。感
情的になって、手におえなくなる場合もあります。思い込みで、嫉妬された
り、憎まれることもあります。しかし、全てを許し、包み込んであげること
で、自分女性に愛情を与えてあげられる存在であることに、気がつくべきなの
です。豊田 章男さんが、大人の男として女性をとりこにする鍵は、自分のペニ
スは、そういう許しと包容力と愛情の象徴であるという自覚をもって、意識す
ることです。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

豊田 章男さんはどうすれば結婚できるのか？
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

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

■結婚相手として、豊田 章男さんに不足しているものはなにか？
豊田 章男さんの癖は、偏印です。つまり、恋愛相手としてではなく、結婚相手
として豊田 章男さんに不足しているのは、生活に対する落ち着きと安定感で
す。とかく、その時々で情緒不安定になりがちな豊田 章男さんは、家庭という
安らぎの場とイメージが合わないのです。したがって、結婚したいと思う相手
に対しては、気分のむらを極力控えるようにすることが大切です。現在恋愛中
の相手との場合、相手家族との交流を深めることが結婚を決断させる決め手と
なりそうです。夢物語を語ることは、豊田 章男さんの長所なのですが、できも
しない夢想的なことばかりを言っていると、相手が身を引く原因にもなってし
まうことを自覚してください。

■豊田 章男さんは、恋愛とお見合い、どちらが結婚しやすいか？
先天的に示されている豊田 章男さんの結婚は、土星の影響を受けていますの
で、地味で、控えめで、目立たないものとなることが特徴です。身内だけによ
るささやかな結婚披露となることも多いようです。したがって、恋愛とお見合
いと二つに分けた場合には、派手さのないお見合いの方がスムーズに結婚へと
たどり着けそうです。恋愛の場合は、豊田 章男さんが病気や事故で入院した病
院で知り合うとか、豊田 章男さんが苦しんでいるときに、援助をさしのべてく
れた異性の場合には、うまくいきます。豊田 章男さんの結婚には、口数の少な
い夫婦生活の特徴もあるので、やや無口な相手との方が結婚時期は早くなる傾
向もあります。

■豊田 章男さんの結婚を後押しする行動、ファッション、アイテムとは？
豊田 章男さんの場合、結婚を後押しすることになる行動として重要なのは、水
星の知識であり情報です。過去の日記帳、アルバム、スケジュール帳、家計
簿、アドレス帳などを整理し直すことです。ファッションの面から見ると、相
手に結婚を決断させやすいのは、チェックやストライブのファッションだった
り、オーソドックスな髪型だったりします。結婚を導くアイテムとして有効な
のは、あまり出回っていないタイプの携帯電話でシルバー系ならばベストで
す。感情的になって、行動するのではなく、知性的に行動するという雰囲気を
漂わすことが重要なのです。

■豊田 章男さんは、結婚したとして、それがプラスになるのか？マイナスにな

るのか？
どちらかといえば、妄想と空想が優先する豊田 章男さんにとって、結婚は豊田
章男さんの人生に、ますます、喜びと不安感を与える作用を持っています。気
の迷いがない間は、家族ができた喜びで楽しい毎日を送れます。しかし、日常
生活で悩むことが多くなると、住居や職場も安定しにくくなり、ゆったりと心
を落ち着けて生活することができません。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

豊田 章男さんを襲う苦難の未来を予測する
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

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

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

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

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

■苦難を最小限にすますための心がけは？
豊田 章男さんは、ふたご座から強い影響を受けていますので、優れた感覚をも
ちながら、その感覚に従わずに、どちらかというと知性で判断することが多い
傾向があります。そのため、一方的に行動しやすく、気がつかないうちに、他
人の心を傷つけてしまったりすることもあるのです。ですから、知性だけで判

断せずに、ときには、情感で相手に笑いを誘うような話し方もしていれば、苦
難は随分小さくなっていくものです。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

異性の目に豊田 章男さんはどのように映っているか？
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

あなたは、異性から第一印象で、どのように見られているか？という内容は、
四柱推命の年柱の通変星をみます。なぜならば、先祖から受け継いでいる価値
観や行動様式が反映されているからです。もともと、本当のあなたはどういう
人？ というのは、四柱推命の日主をみます。なぜならば、ここが豊田 章男さ
んの精神を表すからです。さらに、出会った異性が豊田 章男さん好意を持つた
めに、悩む点はどういうところ？というのは、四柱推命の月支の通変星をみま
す。なぜならば、ここは豊田 章男さんの変わることのない癖を意味するからで
す。異性からみた、豊田 章男さんの恋愛の方向性というのは、ホロスコープで
金星の入っている星座を見て占います。そして、豊田 章男さんの恋のスタート
のさせ方と展開の仕方は、どのようなものになるのか？については、四柱推命
の日支の十二運星を見て性的な習慣という観点から占います。以上を、総合的
に判断して自分自分をしっかりと診断してください。

■豊田 章男さんの第一印象は、異性からどのように見られている？
豊田 章男さんの第一印象は偏官です。異性が、豊田 章男さんを見た場合、社
会のルールや定式にはとらわれず、とても自由奔放で自分のやりたいことを
やっていく人付き合いの良い人としてうつります。また、意のままに行動して
いくので、異性から見るとコントロールしにくい相手ともうつります。ただ
し、興味がある事には、すぐに手を出してしまい、またちょっとステキな異性
が目にとまると、簡単に友達のように付き合うので、感情が豊かで､物事に感じ
やすい人と思われる反面、浮気っぽい人のように誤解されることもあるようで
す。自分が気に入った人に対しては、時として周囲の目など気にもしないで、
また相手の立場や気持ちを無視してまで強引に突き進むところもあるようで
す。周囲の目や相手の反応を見ながら、自分を抑圧的にコントロールしようと
している、身勝手な人だと思われない行動をすべきかもしれません。

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

■異性が豊田 章男さんに好意を持つために迷う点
異性が迷う点は、月支偏印の示す内容です。豊田 章男さんが出会う異性は、豊
田 章男さんとの会話の中に、豊田 章男さんの感性豊かなユニークで面白いと
ころを好ましく思うものです。豊田 章男さんは、現実の厳しい社会で、生きて
いく上で、そういった束縛というものを感じさせず、相手は、豊田 章男さんと
一緒にいるだけで、自由で開放された気分になれるのです。そういった、
ちょっと変わった発想をする豊田 章男さんの愛の表現も、ロマンチックで、そ
れも相手にとっては、新鮮に思うのです。しかし、問題が一つだけあるので

す。相手が、豊田 章男さんと一緒にいると、現実から逃避してしまいたくなる
のです。豊田 章男さんの、ユニークで、現実感の乏しい感覚を、好ましく思っ
てはいるのですが、一緒に現実の生活をするとなると、末永く添い遂げられる
相手かどうかは、不安なのです。また、周りの人たちが受け入れてくれるかど
うかも、心配になってくるのです。

■金星が示す豊田 章男さんの恋愛傾向
金星がふたご座に入っていますから、豊田 章男さんは恋愛をしている雰囲気を
好むところがあって、そういう場面や状態を常に作っておきたい、という願望
を秘めています。異性には、そのように見られています。ですから、異性から
はいつまで、自分を愛してくれるのか分からないという不安を与えてしまうこ
ともあります。

■豊田 章男さんの恋のスタートのさせ方と展開の仕方
豊田 章男さんの十二運星は沐浴ですから、豊田 章男さんの恋愛のスタートの
きっかけは、心が一気に高鳴る場で、突然訪れます。友達と行った旅行先や、
飲みに行った場所で、隣に座っていたグループと意気投合したり、銀世界に囲
まれたスキー場で出会ったりと、変化に飛んだ楽しい時に出会いは訪れます。
豊田 章男さんの、喜びに満ちた波動は周囲の異性にも伝わって、一緒に愉快な
気分を謳歌することで、高揚とした恋愛感情が生まれます。異性をバラ色で包
み込めるのは豊田 章男さんの特権です。かえって一人の異性に絞るのは、辛い
かもしれません。豊田 章男さんの遊び心を無理に押さえつけずに、理解と援助
を惜しまない異性との出会いを実現するためは、豊田 章男さんの心からのサー
ビス精神という才能を、磨いていくことです。その場限りの、快楽的な関係を
卒業すると、お互いを刺激し合う、有意義な関係を築ける異性との出会いがあ
るはずです。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

月が教える豊田 章男さんの宿命
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

ここでは、インドから中国にわたって日本に平安時代にもたらされた宿曜経を
使って占います。宿曜経は月の運行がもとになっています。つまり、旧暦月と
旧暦日をもとに星宿を決定するわけです。これで何が分かるかというと、豊田
章男さんの人柄が客観的にわかります。豊田 章男さん自身が思っている自分と
他人の評価は異なるものです。その差をこの占いで埋めるようにしてくださ
い。
■人生傾向-危宿
豊田 章男さんは、理性よりも感情が優先し、気が短く物事を単純にしか考えら
れません。善良な人柄ですが、思考が単純なゆえに、騙されたりすることもあ
ります。しかし独自のアイデアで、人がやらないことを推し進めていくことが
できます。
＜社交性を生かして＞
豊田 章男さんは大変社交的な人です。今のままではいけないといつも前向きに
努力し運を掴んでいく人です。
■宿命と性質
＜あきっぽいのに何にでも興味を持つ人＞
清廉潔白で世間知らずのお嬢さん、御坊ちゃんというタイプです。しかし豊田
章男さんはいつも自分の人生に満足度をあまり感じていない人です。毎日を忙
しく過ごし何にでも手を出したり興味をもちますが、どれも長続きはしませ
ん。ですから人との出会いに関してもあらゆるジャンルの人と出会って行くこ
とでしょう。そして出会運の良い豊田 章男さんは沢山の人と接する事でチャン
スを掴んでいく事でしょう。ただ感情の起伏が激しい為にそこを上手にコント
ロールしていかないと、せっかくのチャンスも逃してしまいますから気を付け
ましょう。思い付きで行動したり、発言したりしないように気をつけないと運
は逃げてしまいます。人の良い豊田 章男さんですから、そんな豊田 章男さん
を利用しょうと言う人も現れます。友達でもはっきりとした意志を伝えるよう
にした方が良いでしょう。
■健康
＜飲酒には注意＞
豊田 章男さんは人との付き合いも多かったりする為に飲酒の機会も多く、また
ストレスからの肉体の疲れもありますから十分の休息が必要です。腸や肝臓に
は睡眠が一番です。また、水に関しても注意して下さい。
■職業
＜持ち前のアイディアマン＞
豊田 章男さんは持ち前のアイディアで仕事にも恵まれます。広告業界、芸術、
芸能面や美的センスも発達しているので美に関する仕事にも向いています。ア
イディアは個性にもつながりますから良いスポンサーを見つけてより個性を生
かして行くのも良いでしょう。
■相性と結婚
＜良い家庭運の持ち主＞
豊田 章男さんはとても良い家庭運の持ち主です。しかし、高級思考を求めてし
まう為にそれが原因で離婚にもなり兼ねません。特に女性は気をつけないとい
けません。男性も派手な女性よりも地味で質素な女性の方が幸せになれます。
他人の事を大事にする人や社交的な人と合うでしょう。くれぐれも目の前の憧

れにフラフラしないように…
■業界の著名人
森高 千里・高倉 健・内田 裕也・高橋 恵子・イッセー 尾形・赤井 英和・高
田 好胤・草柳 大蔵・新田 次郎・横光 利一・半村 良・山崎 豊子・落合 恵
子・有吉 佐和子・沢田 研二・白川 由美・高橋 恵子・萬田 久子・藤山 愛一
郎・佐治 敬三

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

四柱推命の六十干支による性格分類
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

日柱の六十干支「庚午」をみて判断するのは、生まれてから青年期または中年
期くらいまでです。干は精神をあらわし、支は肉体をあらわしますから、性格
の概要を意味します。
内面的には、豪傑な心情をもちあわせてはいますが、繊細で内気な､目立つこ
との嫌いな人です。しかし、何処となく良家の出身ではないかと思わせる、気
位の高い雰囲気を持っています。負けん気が強く、理屈にあわなければ、権力
にも向かっていく正義感もあります。鋭い感性から、分析力と独創性に富み、
自己の理想実現のためにチャレンジを続けていくタイプですが、目移りしやす
く継続して同じことを努力していくことは苦手です。
また、この分析力は、他人のあら捜しをする批評家になりかねないので、自
分の行動の細部のチェックに使うようにした方が良いです。また、プライドは
人一倍強いので、自分の世界に土足ではいるような無神経で粗野な人間は許せ
ません。自分を曲げてまで周囲と協調する事ができない頑固者にならないよう
注意が必要です。
このタイプの人は環境の変化に遭遇しやすい面を持っていますが、自分から
進んで新しい物事に関心をもってそうする場合も多々あります。引越しや転職
を繰り返したり、仕事や人間関係のトラブルに巻き込まれたりする事が多いで
す。そうした場合には積極的に打って出るのが最も解決を早めることになりま
す。生まれながら持っている社会的成功度は高いが、独断が過ぎるとそれが半
分以下になることもあります。負けず嫌いで、自信を持っているところを、う
まく出すことができれば、事業化として成功する可能性は大きくなるタイプで
す。実利を得るのが得意な現実派とパートナーを組むのが最適でしょう。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

かい先生さんと結婚して本当に大丈夫ですか？
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

恋愛時代と結婚時代では、かい先生さんの見え方が随分違ってきます。かい先
生さんの豊田 章男さんへの見方も随分違ってきます。「こんなはずではなかっ
たのに」と後悔しても、遅い場合が多くあります。恋愛時代では、見えないか
い先生さんの性格や行動を予測し、本当にかい先生さんと一緒に結婚という生
活をしていくことに不安がないのかどうかを、占っていきます。結婚後、かい
先生さんのことを嫌いになるとしたら、どういう性格が原因となっているの
か？は、かい先生さんの太陽の星座をみて心理的観点から占います。そして、
逆に、結婚後、豊田 章男さんが相手から嫌われるとしたら、豊田 章男さんが
長所だと思っていることが原因になります。これは、愛情を司る金星の星座で
占います。そして、結婚後１５年したら、実際にはどういう二人になっている
かは、二人の太陽のアスペクトで占います。最後に結婚生活を継続していくと
相手の嫌な部分が見えてくることは避けられません。しかし、少しでも、相手
の嫌な部分を見なくてすむようには、どうしたら良いのかを、かい先生さんの
癖という観点から四柱推命の月支の通変星で占います。

■実際の生活で、かい先生さんのことを嫌いになってしまうとしたら、どうい
う部分か？
かい先生さんの太陽はしし座です。かい先生さんは、異性が憧れる、雰囲気を
もっています。一緒についていくと、ドラマの主人公になれるのではないかと
いう希望を持たせてくれる何かをもっています。実際はどうかは別として、そ
ういう気持ちで、懸命に努力していく人であることは確かです。かい先生さん
は理想が高い為に、豊田 章男さんから見ると、何か見当違いな努力をしている
ように見える時もありますが、それゆえに、いつも、かい先生さんの人生はド
ラマなのです。かい先生さんの、パワーの裏に隠された弱音を、素直に豊田 章
男さんに言うくらいなら、それは、理想的なカップルでしょう。しかし、かい
先生さんの強さはしばしば、素直さを忘れ、高飛車な態度で、相手に接してき
ますから、豊田 章男さんは反発してしまうこともあります。言葉の行き違い
が、心の行き違いになり、やがては、かい先生さんの高慢な性格に、嫌気がさ
してくるかもしれません。強くてかっこいい異性と、思っていたかい先生さん
は、実は、異性から守られていないと、心が安心することができない弱さを
持っているという現実を目の当たりにするのです。

■実際の生活で、かい先生さんが嫌になる豊田 章男さんの性格や行動はどうい
うところか？
豊田 章男さんの金星はふたご座です。豊田 章男さんの長所が、実際の生活
で、かい先生さんに受け入れられないと、それが相手に嫌われる原因になりま
す。豊田 章男さんは、現代の感覚にピッタリのセンスの持ち主です。相手が、
おしゃべりでも、無口でも、年配の方でも自由自在に会話を変えて、場を持た
せることが上手な人です。その、にこやかで楽しそうな雰囲気と、豊かな感性
に、多くの異性の目は引きつけられていきます。しかし、豊田 章男さんの多彩
な言動は、家庭を活気づけるという大切な役目を果たしますが、それは、知的
好奇心によるもので、配偶者が落ち込んでいても、気がつかないことがありそ
うです。例えば、かい先生さんが考え事をしている最中でも、豊田 章男さん
は、遠慮なく話しかけることがありそうです。そして、自分の興味を持った内
容に、もっと関心をもって欲しいという思いが強くなり、豊田 章男さんは、ま
すますエスカレートして話しかけてしまいます。かい先生さんは内心、「落ち
着いてもっと相手を見て話せないかなと」、途絶えることのないあなたの話し
を聞きながら、思っていることもありそうです。

■結婚して１５年経過したあと、どうなっているか予測する
結婚への最初の欲求は、生理的・本能的なものからスタートします。お互いの
肉体を触れ合うと、電気が走るような感激があります。しかし、結婚して１５
年くらいたつと、肉体の触れ合いよりも心の触れ合いのほうが、刺激的に感じ
るように変化していきます。さらに、あの世に旅立つ頃になると、２人の心が
融合していくような関係が最高です。それでは、１５年後の二人の関係がどの
ようになっているのかを、見てみます。二人の太陽アスペクトは９０度です。
二人の１５年後は、現在からは想像もつかないほど、大きな状況の変化があり
そうです。もともと、お互いのことを理解しにくい面があった二人ですが、次
第に二人の間には歪んだ心の葛藤が生まれ、大きく溝を深め、どうもかみ合わ
ないことが多くあります。お互い、根本的に違う生き方を嫌というほど見せつ
けられ、今更ながら相容れない二人の関係に気づいてしまいます。さらに、周
囲の人たちからも振り回されることが多く、それが、二人の上に余計に暗雲を
もたらしているようです。二人は自分自身の価値観をいったんは、捨て去り相
手を、完全に信じてゆだねてみるという機会が必要です。理解しようとするの
ではなく、理解できなくても、お互いを認め合うという、成熟した大人の関係
が求められることでしょう。ですから、落雷を身に受け、今までの自分から、
新しい自分に生まれ変わろうとするか否かの崖ぷっちに追いつめられているか
もしれません。

■かい先生さんの嫌なところを見なくて済むには、どういうところに気をつけ
れば良いのか？
かい先生さんの月支は、偏官です。かい先生さんは、これまで順調に進んでい
た物事が急にダメになってしまったときや、社会的な地位が下がったときや、
信じていた相手に裏切られたときに、普段では考えられないような強引さと、
我が侭がでてくることがあります。なるべく、そういったトラブルに巻き込ま
れないように配慮してあげることで、かい先生さんの嫌な面をみなくて済むよ
うになります。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

どうすれば、かい先生さんと上手くやっていけるのか？
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

愛する気持ちは人一倍強いのに、会うといつも喧嘩ばかりしてしまうのは、愛
情の表現の仕方がまずいからです。他人と同じようなやり方、雑誌に書いてあ
るようなやり方が、二人に合っているとは限らないのです。そこで、あの人と
もっと上手くやっていく秘訣は、二人の金星のアスペクトから占います。うま
くやっていけたつもりでも、やっぱり浮気の心配はつきものです。そこで、あ
の人が、絶対に浮気をしない方法については、四柱推命の肉体を表す日支の通
変星をみて占うのがもっとも的中します。最後に、あの人が、もっとあなたを
愛するようになる秘訣に関しては、ホロスコープのロマンスを表す第５ハウス
の星座を、もともと支配している星をみて占います。

■かい先生さんと喧嘩しないようにするための秘訣は？
金星のアスペクトは７２度ですから、もともと二人の間は、自分にはない異質
なものを相手に発見し、刺激しあうという緊張感があるものです。ですから、
かい先生さんと極力喧嘩しないようにするためには、互いの持っている能力や
性質の良い部分を、十分に認め合うことが第一です。つまり、二人の相性は、
互いの才能を引き出しあうことができれば上手くやっていける暗示があり、才
能を封じ込んでしまうと危機が訪れやすい傾向があります。したがって、二人
が仲良くし続ける秘訣は、相手の悪い部分には目を瞑って、良いところにのみ
目を向ける癖を付けることです。

■かい先生さんが、浮気しないようにするための秘訣は？
かい先生さんの日支蔵干の通変星は偏官です。かい先生さんが浮気しないよう
にするためには、日頃から、豊田 章男さんの復讐心の強さを、しっかり教え込
むことが何よりも大切です。かい先生さんに浮気的な気持ちが生じやすいの
は、心身ともに疲れているときや、積極的な相手が出現したときに限られま
す。結局、かい先生さんが浮気しないようにするための最大の秘策は、万一浮
気された場合の復讐の仕方を繰り返し話して、疲れているときは外出させない
ことが重要といえるようです。なんとなく行動がおかしいと思ったら、厳しく
かい先生さんを問いつめることもたまには必要です。

■かい先生さんが、もっと豊田 章男さんを愛するようになる秘訣は？
かい先生さんのロマンス感覚は木星の影響を受けています。ですから、かい先
生さんが今よりも、もっと豊田 章男さんを愛するようになるためには、豊田
章男さんからの心を込めた素敵なプレゼントが必要です。かい先生さんが何よ
り惹かれるのは、豊田 章男さんの物事にこだわらない心の広い部分で、経済的
なプラス効果にも魅力を感じやすい特徴があります。最終的にかい先生さんが
一番求めているのは、何を言っても、どんな行動をしても、許されることであ
り、愛されるための秘訣は、気前良く、おっとりと振舞うことと言えそうで
す。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

二人の心と体と行動の相性
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

四柱推命でいう心とは十干のことです。そして、性的な部分とは十二運星のこ
とです。そして、価値観と行動は通変星のことです。二人の日干と、日支の十
二運星と、月上の通変星から、相性を占います。次に、家庭をスタートさせた
あとに、一緒にいてどういう気持ちになるかというのは、ホロスコープで二人
の月のアスペクトを見て占います。家庭をスタートさせる前の段階での愛情の
相性という面では、二人の金星のアスペクトを見て占います。肉体的な相性と
いう面では、二人の火星の距離を見て占います。人生の最後の局面での生命力
の相性という面では、二人の太陽のアスペクトを見て占います。最後に、宿曜
経で月による人柄の相性を占います。

■十干で見る二人の心の相性
豊田 章男さんは、斧の「庚」ですから、何よりも自分の感覚と感性からピンと
来た結論を重視し、思い込んだら人の意見を聞かずに、暴走してしまいます。
また、思っていることが顔に出る正直者です。一方かい先生さんの大河の
「壬」は、いつも先を読み、戦略を練って、計算ずくて行動するタイプですか
ら、あなたのピントのずれた感性を修正してくれるパートナーとなります。で
すから、目的が完全に一致するようなビジネス面では良い相性ですが、家庭内
や夫婦間になってくれば、少々お互いに、自己主張し過ぎる傾向があります。
家庭を作るという観点から言えば、お互いに信念や思い込みがあり、ケンカに
なると歯止めがかからない可能性があります。
■十二運星で見る二人の性的な相性
豊田 章男さんの十二運星は沐浴でかい先生さんの十二運星は冠帯です。豊田
章男さんは、異性に対し、自分の新鮮な感覚と魅力、セクシーさを伝達するの
が得意です。その反面、未知がなくなった異性には関心を示さない傾向があ
り、性的に誠実ではなく次々と新しい異性を求める傾向もあります。かい先生
さんは、異性に対し、自分を飾り、良く見せようとし、スマートに付き合うこ
とが得意です。その反面、相手を心から喜ばせることは不得意で、自分の面子
や格好を気にし過ぎる傾向もあります。ベッドの上でも、少々堅苦しく無我夢
中になるという情に欠けます。あなたの、求める新鮮さを満足させてくれる相
手ではないので、あまり良い相性ではありません。
■通変星で見る二人の行動、価値観の相性
豊田 章男さんの通変星は食神でかい先生さんの通変星は正官です。豊田 章男
さんは純粋で無邪気。豊田 章男さんの感性に忠実で、おしゃべりです。自由を
好み、楽しいことを追い求めたい心です。かい先生さんは道徳心が強く、節度
や規則に重きをおいて物事を進めて行きたい心です。豊田 章男さんの好きなこ
とをやりたい、そして楽しみたいという豊田 章男さんと、このかい先生さんは
節度と自制心と規律正しい生活です。従って、心を正した生活を教えてくれま
す。結果的に、豊田 章男さんは、社会的にも、現実生活でも安心できます。か
い先生さんに堅苦しさを感じても、かい先生さんの助言や協力を無視してはい
けません。豊田 章男さんの暴走と享楽性をコントロールしてくれる有難い存在
として、かい先生さんの声に耳を傾けましょう。
■二人の月の距離から家庭をもったあとの心理的な相性を占う
二人の月は、約９０度の距離がありますから、ずいぶん、すれ違いが多く、理
解しあうのが困難で、摩擦が生じやすい関係です。お互いの違いがいろいろな

部分で表面化し、その違いを認めるところから交際をスタートさせないと、な
かなか調和することができません。それに加えて、２人が交際を続けているこ
とに対し、親や上司など周りからの反対や干渉とかも受けやすく、二人の行く
ところには、火花が散るというふうです。ですから、婚約・結婚などには向い
ていませんが、同じ目的をもって、共同事業をおこなうとか、お互いに個性を
認め合い、干渉をし過ぎないような関係であれば、うまくいきます。

■二人の金星の距離から家庭生活を始める前の愛情の相性を占う
二人の金星は７２度離れています。愛情をかける側と愛情を受け止める側で、
いろいろと誤解が生じやすい関係です。相手とのかかわりを通していろいろ学
ぶことが多く、仕事上でも私生活上でも、刺激しあう関係です。二人が出会う
ことによって、過去の生活状態とは異なった日々を送ることができる関係で
す。

■二人の火星の距離から肉体面の相性を占う
二人の火星は、約１５０度離れています。一方の肉体的な欲求は高まっていく
のに、もう一方の情熱はどんどん失われていってしまう関係です。セックスし
なければならないという考えをすてさり、情緒面での満足を優先させたほうが
良いかもしれません。

■二人の太陽の距離から人生における最終的な生命力の相性を占う
二人の太陽は、９０度離れています。生命力という面では、水と油で溶け合う
ことは難しく、魂のレベルでの共感を求めるのは無理があるようです。自分を
理解してくれないと言う前に、相手を認める努力をしないと、うまくいかない
関係です。

■宿曜経による相性占い
あなたがた２人は、片方が親しく友人のように感じれば、相手はそれにひっぱ
られていくという力関係ですから、同好会のような間柄です。つまり、一方は
相手を、自分にとって必要な相手と感じているにも関わらず、相手は周りの環
境に押されて仕方なくといった関係です。ダイアナ元妃とチャールズ皇太子の
関係がそうですから、必ず主体に立つ側が、相手を慈しみ、育て、すべてをサ
ポートするという細やかな心配りがないとなりません。主体側の人は、決して
相手を裏切ってはいけませんし、相談なく高価な物を購入してもいけません。
そして、対象に立つ側は、相手から愛された分、日々成長するように知恵を使
うことが必要です。そうすれば、あなたがた２人は、この人がいてくれたか
ら、今の自分があるというような強い信頼関係で結ばれたカップルになること
ができるでしょう。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

太陽が示す２人の基本的相性
豊田 章男様 1956年5月3日 8時0分 千葉県

太陽というのは人間の基本的な生命力をあらわし、人間の根本的な心理に影響
をあたえるものです。ホロスコープでお互いの太陽がどの星座にはいっている
のかを診断し、その結果、基本的な相性がどうなのか？をここでは占います。

■豊田 章男さんは、どのような生き方をするように宿命づけられているのか？
豊田 章男さんは、おうし座ですから、効率よく一歩一歩、目標に向かって進ん
でいく忍耐力を持っています。周囲のペースに惑わされず、自分のペースを慎
重に保ちながら、前進していくので、大きな失敗はありません。豊田 章男さん
は、大地にしっかりと根をはらないと気がすまない性格ですから、努力という
プロセスを飛び越して賭けをするようなことはしません。そして、苦労して手
にいれたものは、なかなか手放すことができず、一生涯、大切に使うタイプで
す。ですから、甘い誘惑には、乗らない強い精神力の持ち主です。そういった
頑固なまでの主張を内に秘めている豊田 章男さんですが、それを表面に出すこ
とを恥ずかしがる傾向があります。豊田 章男さんにとって、ゆったりと流れる
「時間」というのは宝物のようです。時代の変化に、人が焦っていて、無駄に
時間を浪費しているのを横目で見ながら、豊田 章男さんは、やるべきことにだ
け集中し、時間をかけることによって、どんどんよくなっていきます。豊田 章
男さんは、これから先も大きな病気をすることはなく、比較的安泰な生活を送
れそうです。

■かい先生さんは、どのような生き方をするように宿命づけられているのか？
かい先生さんは、青くすきとおる空の下、太陽の角度が最も地上に近い頃に生
まれた、しし座の女性です。どこまでも続く青空のキャンパスに湧き上がる白
い入道雲のように、華やかな舞台に立ちたいという欲求と情熱があります。現
実というドラマのヒロインとしての自覚を持っていて、観客からの賞賛を感じ
ることで、かい先生さん自身が生きている実感を感じる、というまるで女優の
ような気質をもっているのです。つまり、真夏の使者として生まれてきたかい
先生さんの宿命は、自分を表現して社会活動をすることです。華々しく活躍す
る舞台を夢見れるのなら、ひたむきに努力をする頑張り屋さんでもあります。
そして、自信たっぷりな雰囲気を作り出すので、かい先生さんは、近寄りがた
いパワーをときに、発揮するのです。かい先生さんは、本気でやりたいことに
気づいたら、仕事でも、趣味でも生死をかけて打ち込んでいくので、多くの人
を魅惑するパワーがあるのです。「活躍」を追求するかい先生さんには、１つ
だけ注意点があります。それは、恋人に対しても押しが強すぎることです。恋
人を敵にするのか、賛同者にするのかは、かい先生さんが持ち前のパワーをど
のようにコントロールするかにかかっています。うまく、パワーを発揮してけ
ば、かい先生さんの生き方を支持する人が増えて、いつまでも輝く女性でいる
ことができるでしょう。

■２人の基本的な相性はどうなのか？
あなたたち２人は、３つ離れた星座に太陽がありますから、価値観が大きく違
うため、ありのままの自分を出していただけでは、上手く相手に合わせること
ができない関係です。つまり、一言でいえば、『尊重愛』といえます。最初は
お互いに自分とは異なる性格に、楽しい刺激を感じ合いますので、そのまま勢
いに任せてゴールへということもあります。しかし、いざ一緒に暮らすような
生活に直面すると、お互いに思いやりをもって接しているつもりでも、やるこ
となすことが、食い違いだらけになっていきます。如実に出てくるのは、お金

の使い方、がもめごとの元になりそうです。でも、思い出してみて下さい。出
会った最初の頃は、お互い自分を押さえて、ひたすら相手に合わせようと努力
し、相手が喜ぶ姿を見て、豊田 章男さんもうれしかったことを。あなたたち２
人が、お互いに理解しあえば、全ての人間関係が楽になってきます。しかし、
この精神を忘れたとたん、ただの対立する関係へと変わっていきます。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

2015年

山本さんは、結婚までいきつくことができるか？
山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

山本さんが結婚までいきつくことができるかどうかは、2015年に木星がどの程
度、山本さんに影響を与えるかで占うのが良いのです。四柱推命の場合は、そ
の年がどんなふうな年になるのかは分かりますが、とにかく吉の現象が起こる
のか起こらないのか？という占いでは、ホロスコープの木星を使ったほうが当
たります。つまり、出生日の太陽星座を第１ハウスとして、2015年６月１５日
のトランジット木星のハウス位置を算出します。太陽星座と同じ星座に木星が
くれば、木星は第１ハウスにいるということになります。木星は最大の吉星で
すから、このように木星の影響を調べることで今までと2015年は何が違うか？
を占います。次に、結婚のチャンスははたしてやってくるのか？を占うには、
落ち着きと家庭生活を意味する出生時の月とトランジットの木星のアスペクト
によって判断します。 最後に、チャンスがやってきたら、どのように対応する
と良いか？も同様の方法で占います。

■今までと2015年は何が違うか？
木星が出生図の太陽から数えて第７ハウスにあります。今までと違って2015年
の山本さんは、結婚というものを本気になって考えるようになり、相手が人生
上のパートナーとして相応しいかどうかを選別しはじめるようになります。社
会生活においても、現在の職場や仕事が本当に一生を託すのに相応しいものな
のか、考えることが多くなります。今までピンと感じる出会いの乏しかった山
本さんにも、相応しいパートナーや親友が出現してくる可能性が強く、ごく自
然に交際がはじまり、縁が深められるはずです。

■結婚のチャンスははたしてやってくるか？
出生図の月(太陰)とトランジットの木星とが７２度アスペクトをつくっていま
す。2015年のうちに結婚するチャンスはあるのですが、緊張観が高まると同時
に迷いやすく、決断がなかなかつきません。結婚を決意する場合でも、大きな
悩みを抱えながらの結婚となりやすく、不安と緊張感いっぱいのスタートにな
ります。新しい出会いはセックス関係からスタートしがちです。すでに相手が
いる場合は、一方だけが結婚を望んでいる形で、もろさを露呈しやすい関係で
す。お見合いや縁談は不調となりやすく、後味の悪さが残ります。しかし、今
以上に悪くなることはないので、今が我慢のときと覚悟して、忍耐することで
す。

■結婚のチャンスやってきたら、どのように対応すると良いか？
出生図の月(太陰)とトランジットの木星とが７２度アスペクトをつくっていま
す。2015年のうちに結婚のチャンスがやってきた場合、多少人間関係が悪くな
ることを覚悟して、仕事中心の生活から、プライバシー重視の生活へと切り替
えることが必要です。かりに職場の上司や同僚から白い目で見られても、結婚
そのものが、仕事にもプラスになるはずだというくらいの自信をもって、周囲
を気にしないくらいの強い気持ちが大切です。周囲からの反対や障害、さらに
は昔つきあっていた異性から邪魔が入って、結婚は無理かなと思っても、最後
まであきらめることなく一緒に暮らす事だけを夢見ていれば、神仏が味方して
くれるときです。親や兄弟、そして、目上の人たちと真正面から争ってしまう
と結婚の運が逃げていきます。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

2015年

山本さんの恋愛と結婚予報

山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

2015年の何月に恋愛はどうなるか？結婚はどうなるか？ということを占うに
は、四柱推命の月運を見るのが一番適切です。出会いは何月にあるか？そして
どういう恋愛になるか？については、日柱の十干によって判断します。日干が
干合する干の月がもっとも異性とくっつきやすいからです。また日干が痛めつ
けられる干のときは、悩みが大きくなります。結婚する確率とその理由も、日
干の特性から占います。また、健全な恋愛と結婚は、健全な心と肉体からス
タートします。心が衰弱するときと体が故障するときはいつか？は日支蔵干の
十干によって判断し、月運の干に漏れる場合（傷官）に、衰弱すると判断して
いきます。

■出会いは何月にあるか？そしてどういう恋愛になるか？
山本さんの日干は丙です。2015年の山本さんの出会いのスポットは、イベント
会場、映画館、美術館、コンサート会場、何かのショーやコンクール会場、地
方のホテル、普段は行かない珍しい場所などです。１年の中では、5月の出会い
がもっとも幸せに結びつきやすく、6月の出会いは悩みをもたらします。妙に寂
しい気持ちになっているようなときや、心細いとき、どこかへ移動中のとき
や、移動しなければならないようなとき、長年付き合ってきた相手と別れたよ
うなときに、すばらしい異性との出会いが起こります。2015年の山本さん の恋
愛の特徴は、どんなに愛されていても何故かしら寂しい気持ちは抜けていかな
い、ということです。やがては離れていってしまう違和感を覚えながら、ぴっ
たりと噛み合うことのない心と心を重ね合わせ、お互いの寂しさを埋めあうよ
うな日々が続くのです。一緒にいても、本当の意味での安心感や充実感は得ら
れないのです。

■2015年に結婚する確率とその理由
2015年中に山本さんが実際に結婚する可能性は、山本さんが今までどれだけ結
婚に対し継続して準備をしてきたかという努力の度合いに左右されます。結婚
に向かって踏み出そうとするのは10月であり、足がすくみがちなのは3月で
す。2015年に山本さん が結婚を決意するとすれば、何よりも今の生活の不安定
さから逃れたい、あるいは仕事漬けの毎日から開放されたい、という思いが第
一の理由になるものと思われます。もうひとつ山本さん 自身の中に、住居その
ものを動きたい、という意識が芽生えていることも理由のひとつです。実際に
結婚した場合は、何から何まで生活全般が大きく変化し、その変化についてい
くのが精一杯かもしれません。結婚して落ち着くというよりも、勝手がわから
ず右往左往ということです。マイナス面としては、結婚したとしても子供はす
ぐには作れない、ということで家庭的な団欒は得られそうもありません。

■心が衰弱するときと体が故障するときはいつか？
山本さんの日支蔵干は癸です。2015年の山本さんの心の危険信号は、目上の人
との間がしっくりといかず、ギクシャクした関係が生まれてきてしまうことで
す。上司や親との間で意見の食い違いが起こるのも危険信号ですし、将来の目
標や希望を失ってすべてに投げやりになってしまうのも危険信号が点滅してい
るといえます。特に8月のときは心が弱くなってしまいがちです。山本さんの大
好きな国や街へと出かけると生命力が与えられ強くなれそうです。2015年の山
本さんの体の危険信号は、ちょっとした木工具や調理器具を使っているような
ときに、怪我や火傷などのアクシデントが起き易いことです。貧血からの立ち
くらみが起きるのも危険信号ですし、エキサイトして鼻血が出てきて止まらな

いのも危険信号が点滅しているといえます。特に2月のときは体が故障しやすい
ときです。山本さんの場合、果物を沢山食べて入浴時間を長くし、体を十分暖
めて眠ると強くなれます。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

2015年

山本さんの仕事運予報

山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

１年間のなかで、どの月がもっとも仕事が安定しているかというと、四柱推命
でいう正官のときです。どの月がもっともトラブルがおきやすいかというと、
四柱推命でいう傷官です。このように、日干と月干をみて、仕事の成果がでる
月と注意点、金運に恵まれる月と方位へのアドバイスを行います。次に、2015
年は、もともと、どういう年になるのか？そして、活躍するためには何をすれ
ば良いか？ 何をやってはいけないか？ということに対しては、日干と年干か
ら求める通変星の長所と短所を見ることで占います。

■仕事の成果がでる月と注意点、金運に恵まれる月と方位へのアドバイス
山本さんの日干は丙です。2015年の中では、7月が仕事上での実力を発揮しやす
く、3月は窮地に立たされやすい時です。そして、5月がラッキーな金運に恵ま
れやすく、2月は予定外の出費に苦労しそうです。方位的には、真南方位と南東
方位が金運を呼び込みやすく、北東方位は金運から見放される方位です。

■もともと2015年はどういう年か？
2015年の山本さんの仕事運は、印綬です。これまで秘められてきた手腕や才能
が見事に結実し、多くの人たちから賞賛を受けるような出来事が起こりそうで
す。単独での仕事よりも、誰かと組む形での仕事が成功を招きます。仕事上必
要な新しい技術や知識を身に付けようとすると、驚くほどスムーズに身に付け
られることも特徴で、それが後々大いに役に立ちそうです。長期的な仕事のほ
うが短期的な仕事よりも高い評価を得ます。2015年の山本さんの金運は、新た
に預・貯金を始めれば確実に増えていきますし、住宅・車を新たに購入した場
合も、苦労せずにローンを返済していくことが可能です。特に、不動産は投資
対象としても有効です。

■2015年の活躍ポイントとやってはいけないものは何か？
2015年の山本さんの活躍ポイントは、芸術、批評、技能、急進的な思想、雇用
などの分野です。山本さん自身の強い精神性が反映されるべく、これらの分野
で活躍すべきです。抽象芸術にチャレンジしてみたり、現代社会に対する痛烈
な批評を展開してみたり、特殊な技能・技術を学び始めたり、何かの思想グ
ループに加わったり、雇用問題を企業側と話し合ったりすべきです。そういっ
た行動をするなかで、山本さんの中で埋もれていた才能・素質に気がつくこと
でしょう。逆に、2015年に山本さんがやってはいけないポイントは、古典、援
助、宗教、神霊にもとづく研究などの分野です。山本さん自身の持っている感
性や行動力が啓発されてくると、恵まれない地域の人たちを援助したり、宗教
的な専門的分野の研究開発をしたり、先祖から受け継いでいる信仰を深めて
いったりしたくなるかもしれませんが、なるべくこういった分野に関与するこ
とを避けるべきときです。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

10月の対人関係と運の神の山本さんに対する願いを占う
山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

運の良し悪しというのは、ほとんどの場合が同性、異性を問わず対人関係が起
因となっています。ですから、ここでは、対人関係からみた10月の運勢を占い
ます。最初に、山本さんの日干と10月の干から、通変星を出し、対人関係にお
ける精神的な変化を占い、新しい出会いがあった場合の展開の仕方を占いま
す。次に、10月の十干と山本さんの日支から十二運星を出し、月の運勢がどの
ように山本さんに働きかけてくるかを占います。そして最後に、幸運をもたら
す出会いのスポットはどこなのかを風水的に、10月の十干から占います。

■10月の対人関係における気持ちの変化はどのようなものか？
山本さんの日干と10月の干から通変星を出すと、偏印の月となります。ですか
ら、対人関係は、付き合いが順調といえるのか？それともダメなのか？という
ことが分からなくなってくるときです。いつもと違う、ちょっとした相手の反
応にも、余分なことを考えてしまうようなことになりがちです。生活面でも、
人間関係の悩みから、これまでの安定したリズムが崩れがちで、妄想的で不安
定なものに変わりつつあるようです。

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

■運の神は、山本さんにどのように働きかけてくるのか？
10月度は、沐浴という十二運星です。用神が月運で体神が命式なので出し方に
注意してください。天運は山本さんに、とにかく山本さんの運命を左右する人
たちとの出会いを多く与え、その人との心の触れ合いをするように要求してく
るのです。会社においても、地域においても、プライベートでも、さまざまな
出会いがありますが、その一つ一つの出会いを『天運からの贈り物』のように
感じて、まずは、その人の声に素直に耳を傾けて、常に一緒になって問題解決
の糸口を発見するような行動をしなければなりません。苦しむときは一緒に苦
しみ、悲しむときは一緒に悲しむ、そして笑うときは一緒に笑ってあげること
が大切なのです。瞬間、瞬間の出会いをトップシークレットアクションとし
て、すばやく機転を利かせて、相手の立場に自分を合わせる努力を必要とする
ときです。ですから、心を遣うことが多くなることは間違いありませんので、
精神的な疲労も大きく、食欲も減退するようになるでしょう。

■天運が味方する出会いの風水スポットとグッツとは？
10月は甲月です。山本さんに幸運をもたらす出会いスポットは、親戚や先輩の
結婚式など各種パーティー会場で知り合ったり、家族と一緒に果樹園や花畑を
訪れたときに出会ったり、陶芸教室に通う中で縁が生まれたりします。日頃の
信仰心やお墓参りも出会いを引き寄せてくれます。 また、ハッピー風水とし
ては、山本さんの部屋の南東に生け花を飾るか、小さな鉢植えを置きましょ
う。すみれや山野草などのかれんで横に広がるものよりも、成長著しく枝ぶり
や葉っぱのしっかりした南国の観葉植物が部屋にはマッチするはずです。コー

ヒーカップや湯呑み茶わんは、どっしりとした陶芸品を用いてください。繊細
で美しい白磁の有田焼よりも、うわぐすりがダイナミックに流れた土いろの信
楽(しがらき)、備前、丹波焼きがいいでしょう。季節の野菜や果物をなるべく
たくさん体内に取り入れてください。海外のものは極力避けて、自分のごく身
近な産地で収穫されたものを取ることが大切です。食事に缶詰物を使用するこ
とは、絶対にタブーです。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

山本さんのビジネス能力の全て
山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

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

■山本さんの能力ランキング
山本さんのビジネス能力は、食神星です。これから、下に示すような能力であ
ることが診断できます。
■山本さんの『ほらふき度』
山本さんは、ユーモアのセンスがあって、いつも落ち着いた行動を取ります。
細かいことより全体像を把握するのが得意なので、周囲の人とはちょっと感覚
が異なった、センスあふれるアイデアを発案します。山本さんは自分の夢を実
現することに対しては積極的に行動しますが、そうでないと、自ら進んでマー
ケットを調査したり、組織を形成していこうとはしません。ただし、サービス
精神が旺盛で、友達思いの山本さんには、不思議と助けてくれる人たちが集ま
るようです。ですから、実現がむずかしいと感じられることでも、良き協力者
に恵まれた場合は、それなりに良い結果に結びつけることができます。しか
し、良い協力者に恵まれない場合は、ただの『ほらふき』という印象をもたれ
ることもあるでしょう。
■山本さんの『根回し度』
山本さんは、素早いフットワークで交渉して、段取りよろしく全体をまとめ上
げるという気配りは得意ではありません。おおらかにじっくり事に当たろうと
するため、こそこそと根回して、『これで準備ＯＫ！』というようにはいかな
いようです。ただ、大変人間味あふれる山本さんは、情報通で話題性が高く、
普段から多くの人たちと屈託のない会話を楽しんでいます。そのため、知らず
知らずのうちに人脈が出来て、年齢と共に山本さん愛好家がたくさんできるは
ずです。ですから、若い頃はなかなか上手に根回しできなかったとしても、年
を重ねる毎に人脈を活かした根回しができるようになるはずです。とにかく、
若い頃は失敗をおそれず、チャレンジして自分を磨くことです。そうすれば、
不思議と足りない部分を補うような協力者が集まってきます。
■山本さんの『優柔不断度』
山本さんは、少し『遊び心』のある状態でないと、柔軟な発想が出来なくなっ
て、ついつい一人よがりの行動に走ることがあります。しかし、上司との信頼
関係がしっかりしていて、ある程度自由に振る舞える仕事環境だと、持ち前の
明るいキャラクターとおおらかな人間性が発揮されて、十分な結果を出すこと
でしょう。ただし、忍耐ということがあまり得意ではありませんので、実績が
追求される事業など厳しい環境におかれると、どうしても逃げ出したいという
気持ちになり、優柔不断という印象をもたれることもありそうです。優柔不断
にならないためには、『食べること、着ること、遊ぶこと』といった趣味的な
商品企画のプロジェクトでは、山本さんは１００％以上の力を発揮し、優柔不
断という印象はもたれないようです。
■山本さんの『責任感度』

山本さんは、その仕事が好きか嫌いで責任をとるかとらないかが決定されま
す。自分の感覚や判断力には比較的自信を持っていますから、自分が納得して
関心があるものに対しては、大胆に、そして勇気をもって実行しようとしま
す。しかし、山本さん自身が納得していないで、上司から無理矢理おかしな仕
事を押しつけられると、いかにして手を抜くかをいつも考えるようになりま
す。とにかく気分次第で態度が変わりやすいタイプなので、与えられた仕事が
『面白い』という段階まで消化しないと、本来の実力を発揮しません。ですか
ら、興味さえ示せば、きちんと責任を持って要領よく仕事はこなしていきま
す。
■山本さんの『現状改革度』
山本さんは、自分のやっている仕事の改良や改善といったことに関しては、誰
よりも工夫するタイプです。その内容も、虫眼鏡で細かく観察するよりも、す
べてを風呂敷に包み込んで、大局的に物事を捉えて、独特の嗅覚で問題点を把
握しては、工夫を凝らして性能を向上させるやり方です。さらに、その改革が
面白くて、楽しくて、笑いがおこるような内容を目指していきます。ただし、
自分なりに満足したという気持ちになってしまうと、完成まであと一歩で気持
ちが失速することもありますので、そういう意味では、マネージメントに優れ
た仲間の援助は必要不可欠になるでしょう。それに、無から有を生み出すよう
な創造的な仕事はあまり向いていないようです。
■山本さんの『芸術・審美善度』
山本さんは、心を満たすことへの関心は高く、芸術への造詣も深い物があるよ
うです。一つのことに深く、細かく熱中するよりも、全体的な観点から芸術を
味わうことのほうが多いでしょう。つまり、遺跡の小さく壊れた土器を復元す
ることよりも、そのような土器を作り、生活した古代人全体を衣食住の観点か
ら総合的に観察し、研究するといった具合です。ですから、芸術や作者への人
間性や情感をうまく捉え、幅広く芸術を堪能していく人といえるでしょう。
■山本さんの『経済社会度』
山本さんは、自分の関心のある専門分野においては、幅広く調査・研究をしな
がら、それと同時に幅広く人との交流を深めていきます。山本さんはただ仕事
に熱中して成果を出していくのが主な目的ではなく、それを通じて自分自身が
人の関心を集め、評価され、楽しみを追求することに生き甲斐を感じていると
ころがあります。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、たくさんの友人をつくりながら、着実
に前進していくでしょうから、社会性は抜群です。ただし、最初からお金目的
にやろうとするとお金の収支という経済感覚が今一歩ですからうまくいきませ
ん。
■山本さんの『勝負どころ』
山本さんにとって｢勝負｣とは、気が緩んだときに、どういうことをしでかす
か？ということです。家や車を無理に購入したり、異性とトラブルを起こした
り、どちらかの事となります。マイホームを購入した場合は、仕事にウエイト
を置いた人生設計へと進んでいきます。異性とのトラブルは、それを、契機に
して結婚へ踏み切った場合は、家庭・家族にウエイトを置いた人生設計へと進
んでいきます。どちらにしろ、その後の人生が大きく左右されるわけですが、
そんなに迷うことはなく、選択した人生に賭けて行くようです。

■能力を効率よく発揮させるためにはどうしたら良いか？
山本さんの行動習慣は、「胎星」です。これから、下に示すようなビジネス行
動であることが診断できます。
山本さんは、移り変わりの激しい環境にもすぐに順応しやすく、どんな仕事を
しても、どんな職位に就いても、どんな仕事内容であったとしても、カメレオ
ンが順応して保護色に変化するように、そこの環境に順応してすべてを吸収し
ては、自分自身の肥やしにしてしまいます。それでも若い頃は、その環境に不
平不満を感じて、カリカリしたり小言をブツブツいうこともありますが、一度
納得すると素早く反応して、必ず独自性をだしていきながらものごとを達成し
ていきます。その結果、大抵の場合にはそれなりの結果を出すでしょう。です
から、３５才までは効率とか、好き嫌いを捨てて、とにかく実践によって経験
を重ねていくことです。そうすれば、４０才過ぎてくると、それまで蓄積され
た経験が活かされて、具体的に目に見える形となって成果が現れるはずです。

■ビジネスの荒波を超えていくためのポイント
＠の日干は丙ですから、正義感が強く、燃えるような情熱を内に秘めているタ
イプですが、多少我が侭な部分もあります。自分が気に入った仕事であれば、
燃えてやるのですが、気に入らない仕事は適当にしてしまうという特徴を備え
ています。したがって、仕事の調子が良いとき、運の良い時期は徹底してビジ
ネスを拡張し、不運になったときのために、備えておくことが必要です。不運
に陥ったとしても、慌てずに冷静でいれば、耐え忍ぶことができるはずです。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

■山本さんのビジネスマンとしての適性のすべて
山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

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

■山本さんのビジネスマンとしての適性と欠点は？
山本さんは、日主が丙ですから、縁の下の力持ちはあまり、似合いません。ど
ちらかというと、華やかな脚光を浴びる職場で活躍するのが何よりも嬉しいと
感じるタイプです。ですから、人前にでたり、プレス発表をしたり、展示会で
説明したり、契約にサインしたりと、何かにつけて舞台に立つ機会が与えられ
る環境のほうが力を発揮しやすいのです。自分が、『輝いている』と自覚する
ことができると、嬉しくなって、どんどんと仕事を進めていくことでしょう。
ただし、競争相手の裏をかくような戦略性や緻密に物事を進めていく計画性と
いう面ではとくに優れているわけではありません。従って、具体的に計画にも
とづいて商品を開発したり、毎日の従業員管理をしながら製造工程を管理した
り、毎月の売上げ目標を目指して販売したりといったことの責任を全て任され
るとかえってダメになってしまうこともあります。また、悪いことには染まり
にくいのですが、反面他人の言うことにも耳を貸しません。山本さんは、毎日
同じような作業を繰り返すような職種や、社会から脚光をあびない立場に追い
やられると、元気がなくなってしまいます。会社の規模にこだわらずに、社内
で椅子をあたためているような環境ではなく、なるべく外に出て行ける環境の
ほうがあっています。また、もともとウソをつくのは下手ですし、戦術的な思
考も得意ではありませんので、ズルさが要求されるような環境には自分を置か
ないことです。

■山本さんの才能を活かせる職場はどんなところ？
山本さんのビジネス能力は食神星という星が支配します。山本さんは、心が開
放されていて、普通の人にはない物事の見方、捉え方、対応の仕方ができるよ
うな才能があります。しかし、そういった得意な感性と才能を毎日汗を流しな
がらコツコツと開花させたいといよりも、どちらかというと、できれば楽をし
たい、あまりゴタゴタには巻き込まれずに、おいしい物を食べて、優雅に、楽
天的に生きていきたいという欲望があるようです。その結果、温厚に見られる
という特徴があり、実績や売上げ目標が強烈な組織においては、イラだつ社員
の間の緩衝役を任せられることが多いタイプです。しかし、温厚に見られはし
ますが、周囲が思うよりは計算高く、現実的であり実現不可能な夢を見るよう
なことはありません。つまり、自分が損するような行動や考えはしない能力が
あります。山本さんは、どんな職種についたとしても、その不思議な感性と一
風変わった才能を発揮していけば、不思議と食べるに困ることはないようで
す。

■山本さんに向いている仕事と向いていない仕事
山本さんは、どんな職種であったとしても、鋭い感性を束縛されずに自由に表
現できる環境でないと満足することができません。メーカーでは、その会社の
独自の技術を、いかにして世の中にアピールしていくか？を企画するような、
技術と営業の接点のような職種で活躍している人が多いようです。または、自

分独自の技術やノウハウを売り物にする、整体師、こだわりの料理人、芸術
家、音楽家などの芸能関係者、が多いようです。一方で、その鋭い感性を、部
下の育成や管理といった方面で発揮してしまうと、部下の心情を傷つけ、恨み
を持たれることも多くなるでしょう。つまり、組織の中で、目下の勤怠管理を
するような管理職になってしまうと、自分もそして周囲の人もストレスがたま
る一方になってしまうことでしょう。自分自身が自由でありたいと思っていま
すので、人を不自由にする管理的な仕事などは得意ではないのです。

■もし管理職になったらどのように振舞うと良いか？
山本さんが管理職になった場合、持ち前の鋭い感性と表現力を存分に発揮すれ
ば、今までの管理職ができなかった新しい開発や、営業、サービスを展開して
いくことが可能です。しかし、自分一人でやる分には問題は全くないのです
が、管理職ですから部下を使ってそれを成し遂げなければなりません。ここ
で、人を管理したり育てたりするのが得意ではないという問題が現われてきそ
うです。どうしても、現場の仕事にでしゃばり過ぎてしまい、さらに人の意見
に素直に耳を傾けることも少ないため、部下から反発されることがありそうで
す。さらに会社の方針を自分の判断で、勝手に変えてしまったりすることもあ
りそうです。ですから、部下の管理や育成は、自分が手がけるのではなく、信
頼できる片腕の人に任せてしまったほうが上手くいきそうです。そして山本さ
んは、社内にいるよりも外に出かけて、色々な情報を収集したりして感性を磨
いたほうが良さそうです。

■どのような人間関係を構築すると大きな失敗をしないか？
山本さんは、積極的に自分を全面に押し出していく、でしゃばりタイプです。
そして陰でコツコツやるよりも、表にでて、基本的にワイワイ楽しむことが好
きです。そういった意味では、社内の基盤を作るよりも社外の基盤を作るのが
得意ですから、社内のルールにのっとって、チームを編成しプロジェクトを遂
行していく管理型人の人とパートナーシップを結ぶことができれば、山本さん
の持ち前の表現力を発揮できて、発展していく可能性があります。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

山本さんが幸せな結婚生活と仕事を両立させていくためには
山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

独身の男性にとっては、結婚したらどのような生活になるのか？というのは、
意外に想像しにくいものです。また、仕事と家庭の両立といわれてもピンとこ
ないと思います。ここでは、四柱推命の十二運星をみることで、結婚したらど
のような家庭生活になるか？を予想し、さらに妻があなたに持つ不満も予想
し、円満な家庭を築くためにあなたが変わらないといけない点を占います。さ
らに、家庭生活を優先するとき、仕事を優先するときの条件は、山本さんの癖
である月支の通変星をみることで占います。

■結婚したらどのような家庭生活になるか？妻が山本さんに持つ不満とは？
山本さんの十二運星は、胎です。山本さんは、ごく平凡で平和な結婚生活には
飽きたらず、絶えず発展を求めて、理想の家庭を築こうと休むことを知らずに
努力しています。母親の愛情に満ちた母胎に帰っていくように、心を豊かにす
ることを願っているからです。最高のものを求め続ける山本さんですから、妻
の手料理を食べても満足せず、細かい注文をつけてしまうこともあります。ま
た、洗濯の仕方から子供のしつけに至るまで、ここはどうだと細かく指摘し
て、妻の機嫌を害してしまうのです。ともすると、感謝することよりも、不平
不満を抱きやすい山本さんに、妻にしてみれば、毎日の生活すべてを監視され
ているようで、耐えがたい苦痛を感じるようになるでしょう。それは、妻のフ
ラストレーションを徐々に高めることになり、ある時期を境にして、山本さん
の指摘に対して、はじめは臆病な子犬のように、かみついてくるようになるで
しょう。このような気持ちで夜の生活をすれば、愛情に敏感な山本さんは、妻
からの愛情を感じないと思うとので、そのことでまた、妻に向かって、「最近
のお前は冷めているなあ。おれを嫌いになったのか」と、直接愛が足りないと
指摘して、妻の感情を逆なでするみたいです。そうなれば、二人の関係は急速
に冷え込んで、家庭内別居もありそうですし、さらに傷口が広がると、浮気と
か離婚への階段を上りつめることになるかもしれません。
さあ、ここから危機管理のマニュアルとなります。山本さんは、まずは自分の
口に出したい気持ちを抑えることです。『口はわざわいの元』と言いますが、
山本さんには一番重要なキーワードなのです。とにかく、口を閉ざして、妻の
話を聞いてあげることです。そうすると、妻の表面ではなく、心の動きや求め
ているものなど、妻の真実の姿が見えてくるはずなんです。そうしたら、家族
のために一生懸命生きている、妻に対して、感謝する気持ちがおのずと出てく
るはずです。すると、山本さんは、たとえ妻にこうしたほうがいいというとき
でも、愛情を込めたアドバイスに変わるはずなのです。やさしさと思いやりの
ある言葉は、人の心をほぐしていきます。山本さんは、ちょっと辛口の愛のあ
る教師という立場で、妻をじっくり育てるような気持ちで接することが大切な
のです。女性である妻は、愛を感じるようになると、ふだんの生活に笑顔が生
じてきます。山本さんにとって妻の笑顔とか笑い声は、仕事の疲れを癒してく
れる最高のものとなるでしょう。人生は、自分の思い通りにならないから、ド
ラマティックでおもしろいと思えるぐらいの、心の余裕を持つべきです。

■山本さんが、家庭生活を優先するときの条件、仕事を優先するときの条件
山本さんの月支の通変星は、偏印星です。山本さんは、大きな大志を抱いてい
るときは大変にパワフルで、家庭があってもないのと同じように、仕事に邁進
していきます。それも、夢中でやることが多いですから、家庭が犠牲になって
いるとか、妻が不満をもっているといったことに気がつかないまま、何年もの
期間を過ごしていくことがあります。そのため、気がついたときには、もう妻
が離婚の決意をして、離婚届けに印を押しているような状況になるかもしれま

せん。しかし、山本さんが楽しいと思う仕事に巡り会ってないときは、その楽
しさを求めるパワーは家庭に向かいます。ですから、妻と旅行したり、音楽鑑
賞に行ったりと、家族サービスにエネルギーを使い、家族全体が喜びに満ちた
生活をするようになります。このように、山本さんの興味の対象が仕事にある
場合は、徹底して仕事優先になりますが、仕事に使命感を感じていない場合
は、家庭優先になっていきます。仕事と家庭どちらが、より楽しいか？、どち
らが自己実現できるか？によって、行動が決定されていくタイプです。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

山本さんは独立してやっていけるか？
山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

山本さんが独立してやっていけるかどうかは、四柱推命で占います。サラリー
マンを辞めるべきか？ 独立する場合の注意事項は？独立するのに必要なビジ
ネスパートナーは？どうやって商品と自分を売り込んでいくか？については、
月上の通変星で占います。そして、独立してからの資産運用はどうするか？は
年上の通変星で占います。
■サラリーマンを辞めるかどうか？ 迷っている山本さんへのメッセージ
山本さんのビジネスに関する志向や能力は、食神星です。山本さんは、細かい
ことに気が回り、人が気がつかないことに鋭敏に気がつく能力があります。
従って、組織の中ではどちらかというと、その鋭敏な能力のゆえに煙たがられ
る存在になりがちです。かといって、自分の才能を生かして独立して会社を設
立し、多くの人を使って事業家になろうとするタイプではありません。従っ
て、山本さんの才能を認めてくれて、少々気難しいけれでも優れた仕事をして
くれる人と評価してくれる人がいるのであれば、独立しても悪くはありませ
ん。山本さんの場合、独立してから、顧客を見つけるのではなく、サラリーマ
ン時代に顧客を見つけるべきです。または、サラリーマンをやりながら副業と
いう形で自らの才能を伸ばしていくこともできそうです。
また、山本さんは、自分のこだわりのものが何かあるはずです。それが技術で
あったり、営業であったり、サービスであったりしますが、どの分野であって
も、そのこだわりを徹底してアピールしていきたい欲望は強烈です。そういっ
た意味で、一芸に秀でた職人的な仕事であれば、独立しても実力相応にうまく
いく可能性はありますが、山本さんの才能を評価してくれる上司がいるのであ
れば、組織の中でやりたいことをやった方が良いかもしれません。
最後に、締めくくりをしておきましょう。『失言を取り返すためには、４頭だ
ての馬車で全力で走っても間に合わない』ということを自覚し、毎日の生活
で、実践していける器があるようでしたら、山本さんは、独立しても、成功す
る可能性があります。
しかし、『人に従うのが理由もなく嫌だ！』と感じる心があるのでしたら、独
立はお勧めしません。
■独立する場合、あなたに必要なビジネスパートナーはどんな人？
山本さんは、２４時間他人とは違った感性で物事を観察しています。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、サービス業の店長として采配をふるっている人もいます。い
づれにの職種にしても、人とはちょっと違ったオリジナルあふれる発想で活躍
している人が多いのです。そのために、少々傲慢になって、怠惰になったり、
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、山
本さんにふさわしい能力をもったビジネスパートナーは山本さんの行動をとき
には制し、チームをうまくまとめていくことがでいる人、または一緒にいるだ
けで楽しくなるような雰囲気をもっている人です。
■サラリーマンを辞めたあと、一番重要なのが自己を売り込むことです。
どうやって自分を売り込み商談を成立させていくのが良いのか？
山本さんは、扱っている商品やサービスがどんなに自分のお気に入りであるか
を、資料などをうまく使って説明することができます。そして、実際の商品の
プレゼンや営業というよりは、山本さん自身の才能のプレゼンを派手に演出す
るといった感じになってしまいがちです。ですから、山本さんの話しを聞いて
いる間は、なんだかすごい商品やサービスのような気がしますし、素晴らしい
プレゼンを聞いたような感じにはなりますが、何日かすると何も残らないこと

があります。ですから、口八丁手八丁で、その場で売れるような商品やサービ
スを扱うほうが向いているようです。売れるまでに、段階を沢山踏まないとい
けないような商品やサービスを扱うのは向いていないようです。
結論を言いましょう。山本さんは、『第一に感謝、第二に奉仕、第三に敬意、
第四に利益』という順番で、自分を売り込んでいくことです。つまり、お客様
に感謝と奉仕の心で接すると良いのです。最初から、利益を目的としてお客様
に売り込んでいくようでは、山本さんは自分を売り込むことはできません。

■サラリーマンを辞めたあと、どうやって資産運用をしていくか？
山本さんのビジネス目的を達成するための手段は、年上の偏財星です。山本さ
んは、市場を読む能力に優れています。すなわち、山本さん自身が、資産運用
を研究し、オリジナルの運用方法を考え出す熱心さがあります。それが強い自
信となった場合には、資産運用に関して積極的にやっていきたいという欲望も
大きくなってくるでしょう。ですから、自分の才能と読みを最大限に活用し
て、誰もやったことのない分野を開拓して資産運用をするという傾向がありま
す。ときにそれがあだとなって失敗することもありますが、大きく成功するこ
ともあります。あまり、自分の考えばかりを先行させないで、謙虚になって信
頼できるプロの意見や家族や配偶者の意見を聞くといった姿勢があると、大き
な失敗はないかもしれません。
いづれにしろ、山本さんの場合は、『人を出し抜いていくという主義の奴隷に
なると結局は損する』『儲けなければならないという凝り固まった考えを捨て
て、柔軟性を持つ』ということをいつも、肝に銘じておくべきです。投資も感
動するタネを見つけるための、趣味程度に考えていくほうが成功します。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

山本さんのビジネス目的と達成手段
山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

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

■山本さんが仕事をする目的と達成手段
山本さんは、食傷星と財星が並んでいます。山本さんは、何よりも人に使われ
たり、人から指示されたり、人の意見にあわせていくことが苦手なタイプです
から、いつも自分のオリジナルの意見や感性を最大限に発揮できる職場の環境
を求めていきたいのです。自分の意見を表現したい、自分の感性を誰かに聞い
て欲しいという欲求がありますから、一人だけで仕事をやっていくことを好み
ません。社内で、自分の考えを具体化できるような環境が見つからなければ、
顧客や取引先にそういった環境を求めることもありそうです。山本さんは足を
使ってとにかく色々な人と会って、一風変わっている自分の考えや、人よりも
秀でている感覚的な能力を積極的にプレゼンテーションしていく必要がありま
す。また、このように、前へ前へと自分を押し出してやっていく能力は、人よ
りも優れたものがあり、さらには、その発想やアイデアを、具体的な商品や
サービスに結びつける計画性と冷静に市場を観察する能力も持ち合わせていま
す。その反面、ビジネスのセンスがある分、強引に自分の考えを実現しようと
しますから、上司の意見を尊重しながら行動するとか、部下をうまくおだてな
がら仕事していくという能力には、欠けています。つまり、一人で考えて、一
人で企画し、一人で事業をやっていけるような職種の場合は、山本さんがやり
たいことを、思い通りにやっていける可能性があります。しかし、組織として
動かないとできないような仕事の場合は、振り返ってみると、誰もついて来ら
れずに、一人だけで勝手に突っ走って、結局は何も達成できない危険といつも
隣合わせなのです。ですから、組織としてやっていくような仕事をしていく場
合には、組織の運営と管理が上手な人がビジネスパートナーとして必要になり
ます。うまくパートナーに恵まれれば、山本さんの一芸に秀でた能力との相乗
効果が期待できますので、大きな成功をおさめることができるでしょう。

■目的達成のためには上司とどのようにつきあったら良いか？
山本さんと上司との関係は食神ですから、心の奥にちょっとした遊び心があっ
て、不思議と場を和ませてしまうおおらかさと人間味も持ち合わせています。
そのため、こまごまとしたことに気をまわしながら行動するのは得意ではあり
ません。そんな山本さんですから、上司に対しても、姿勢を正して、折り目た
だしく接するというのはあまり得意ではありません。上司であっても一人の人
間として対等に向かい合い、お互いを理解しあうために、じっくり話を聞こう
とします。『形よりは人間性』という基本理念があるので、誰とでも気さくに
コミュニケーションを心がけていくでしょう。ですから、上司からガチガチに
管理されたり、頭ごなしに命令されてしまうと、急に行動が鈍くなり、反発の
心が強くなることもありそうです。でも、そんなときでも、争いごとを好まな
い山本さんは、親しく接していくことができます。プレッシャーの大きい上司
の立場や心情を理解してあげれば、上司にとって山本さんは心を許せる友人の
ような存在になることさえありそうです。そのため、山本さんは大器晩成型と
なり、年を重ねるごとに大きく成功していきます。

■山本さんの金銭感覚は大丈夫か？
山本さんの金銭感覚は「胎星」です。山本さんは、出て行くお金と、入ってく
るお金の収支をいつも計算しながら、バランスよくお金をもうけ、そして投資
していきます。ですから、適度にお金が動いているので、仕事も次々に新しい
ことにチャレンジしていきます。しかし、市場の動きを読み間違うと、家族を
食べさせていくだけのお金まで、使ってしまうこともあります。獲物を見つけ
たら、それを追いかけても無駄だと周囲の人から止められても、一応は追いか
けてみて納得するタイプですから、失敗してもそれから悟ることができるの
で、じっくりと成功に結び付けていく才能があります。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

山本さんのこれからの１０年間の仕事の変化
山本様 1960年2月18日 8時0分 栃木県

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

■山本さんは、独立するとしたらいつが良いか？
山本さんの日主は丙ですから、山本さんが、今までの環境から脱出して、パワ
フルに殻を打ち破って自分の足だけで新しい人生を歩みはじめていくのであれ
ば、2016年のときが最高にエネルギーパワーが全開していて、良いときです。
しかし、このときになって独立を考え始めるのではなく、既に準備が整った段
階で、あとはわき目も振らず、心を他のことに奪われないで、集中して行動す
るという意味での独立実行のときなのです。
もし山本さんが、まだ迷っているならば、運勢的には2016年のときが独立のと
きなのですが、現実の準備ができていないということですから独立のときでは
ありません。山本さんは、その気になるのも早いのですが、たちまちにして気
が変わってしまい、別のことに関心が移ってしまうという一面があります。で
すから、独立を決意してから１年未満であれば、まだその決意は本物でない場
合があると判断したほうが良いでしょう。独立を決意して、３年以上の準備を
積み重ねてきたのであれば、本物ですから、実行してもよいときです。一方
で、このようなパワフルな独立の仕方ではなく、顧客からの要望をかなえるた
めに、あるいは社会的なニーズにこたえるために、たとえ孤独にたった１人で
あったとしても、そして誰からも支援されなくても、『大義』のために独立す
るとしたら、2020年のときです。この時期に、独立する場合は、その後何年か
はサラリーマン時代とは比較にならないほど苦労をするかもしれませんが、感
性は間違いなく研ぎ澄まされ、やがて今まで見えなかった世の中の裏側も読め
てくるようになり、その感性がお金につながっていきます。

■仕事上の大きな変化がやってくるのはいつか？
山本さんが望むと望まないにかかわらず、現在仕事をしている会社や組織、あ
るいは取引先などから、一方的に大きな変化を強制される時期が、2022年のと
きです。この時期は、山本さん自身が、何年か前に持ち前のパワーと足を使っ
た行動力で仕事を押し進め、お付き合いをしている会社や顧客がだんだんと増
えてきて、ようやく周囲からも脚光を浴びるような社会的立場になったあとに
やってくる必然的な運勢なのです。ですから、過去何年間かの仕事を振り返っ
てみて、自分の意思を最後まで貫き、社会に貢献するような仕事をやってきた
という実感がある場合は、さらなるステップアップの時期として、運勢が山本
さんに自己改革による成長を期待しているのです。しかし、過去何年間かを振
り返ってみて、あれもこれもやってみたいことは、騒々しく周囲を巻き込みな
がらやってきたけれども、ものになっていないという場合には、その何年間か
の償いをさせるために運勢は、天罰的に山本さんに働きかける可能性もありま
す。どちらの場合も、山本さん自身が真正面から、取り組んでいけば、２～３
年後には必ず、新しい自分を発見して、驚くような自分自身に出会うことがで
きます。山本さんの場合は、新しいことにはすぐ興味をもって、とりかかりそ
れを拡大していくパワーがあるのですが、急に気が変わってしまって、今まで
やってきたことを放り出してしまう癖が見受けられます。そういった『非継続
性』を乗り越えて、最後まで責任をもって仕事を完成されることを運勢は山本

さんに要求してくるときなのです。

■今を脱却する新しい構想やプランを立てるときはいつか？
山本さんは、１人で机にずーと座って、構想を練ったり、企画を練ったりする
よりも、どちらかというと、自分が先頭にたって、人に影響をあたえながら華
やかに、そしてワイワイと議論しながら仕事をしていきたいほうです。しか
し、運勢のリズムを考えた場合、新しいものを生み出すときというのは、頭も
体も少しぼんやりとして、空想的、瞑想的、妄想的になる瞬間が必ずあるもの
です。山本さんの場合は、2024年のときが、そういった『あたらしい芽生えを
感じさせる瞑想のとき』になっています。山本さんの過去１０年間を振り返っ
てみてください。今の組織の中で、自分という存在を認めさせるために、上司
や部下を巻き込みながら、ときには白い目で見られながらも懸命に頑張って仕
事をしてきたのではないでしょうか。そして、自分が活躍できる舞台を作って
きたのではないでしょうか。運勢のリズムは１０年周期でやってきます。今ま
で目標にしてきたことを完全に方向転換したり、まったく新しい分野を『無の
状態』からスタートする混沌としたカオスの状態になるときが、2024年のとき
なのです。ですから、この時期は、やたらに利益を追いかけて行動するのでは
なく、人から指示されるまま動くのでもなく、2024年から１０年という期間
に、神様が山本さんに望んでいる仕事はなんなのかをプラニングするときなの
です。もちろん、結果的に、それが今の仕事の延長であってもかまわないので
す。

(著作)Fortune Soft - 星平会海プロ版の鑑定文書を配布することを禁じる。

