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五行強弱
十二運星

用 神

辛

喜ぶ神

火土

忌む神

木金水

空 亡

戌:亥

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

我身の強さ
強い 5点

五行の強さのバランス

100
%

*弱いと逆境に弱いが「敏」強いと逆境に強いが「鈍」

九星
本命星：八白土星 月命星：四緑木星

木

傾斜宮：九紫火星
(著作)

火

土

金

水

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

TEL 0156-67-2742

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

念的で具体的に欠けるといったようになります。

陰陽・実虚 養命・芸海式 四柱推命診断表

NOTE 様

全ての星が実で陽の状態なら魂は喜んでいます。虚が多い場合は生き方を変えるべきです。十干は幹であり作用が最も重要です。

時柱（来世・可能性）

日柱

月柱（守護霊）

年柱（指導霊）

【癸 - 実で陽】
・情報を常に集めている
・知識を得るのがとても楽しい
・頑固にマイペースを変えない
・失敗しないように用意周到

【戊 - 実で陽】
・面の皮が厚く本音をみせない
・どっしりしているように振舞う
・社交性があり人脈を築く
・情感の豊かさで人を魅惑する

【辛 - 実で陽】
・我慢と忍耐と辛抱をし過ぎる
・とことん道を究める
・芸術的な美にこだわる
・最高の技を目指したい欲求

【癸 - 実で陽】
・情報を常に集めている
・知識を得るのがとても楽しい
・頑固にマイペースを変えない
・失敗しないように用意周到

【癸 - 実で陰】
・特定のライバルに勝ちたい
・人は皆平等という公平な感覚
・勝つまであきらめない
・冷静にものごとを判断する

【戊 - 実で陰】
・信用されたい気持ちが強い
・好きか嫌いかで行動する
・感情に影響されてしまう
・自分の感性を信じている

【辛 - 実で陰】
・精神的な鍛錬を好む
・微細な変化を感じ取るセンス
・一途に理想を求める
・伝統的な美に感動する

【癸 - 実で陰】
・特定のライバルに勝ちたい
・人は皆平等という公平な感覚
・勝つまであきらめない
・冷静にものごとを判断する

【癸 - 虚で陽】
・虚飾のために知識を使う
・自分で体験しようとしない
・知的好奇心がなく無感動
・目上にこびを売って生きる

【戊 - 虚で陽】
・社交性がなく根暗
・人の気持ちを無視した言動
・人づきあいが下手
・家がゴミだらけになってしまう

【辛 - 虚で陽】
・辛抱することが嫌い
・道を究める意欲がない
・美しいものを見ても無感動
・努力することが嫌

【癸 - 虚で陽】
・虚飾のために知識を使う
・自分で体験しようとしない
・知的好奇心がなく無感動
・目上にこびを売って生きる

【癸 - 虚で陰】
・人と張り合う気持ちがない
・ひねくれてウジウジしている
・すぐにあきらめてしまう
・人の気を引くことだけに熱心

【戊 - 虚で陰】
・人を信用しない、尊敬しない
・感情が冷淡で愛情がない
・損得だけで人とつきあう
・不平不満と恨みごとばかり言う

【辛 - 虚で陰】
・精神的満足よりマネー重視
・人の気持ちを無視した言動
・理想よりも衣食住やモノ重視
・難しいことはやる気がしない

【癸 - 虚で陰】
・人と張り合う気持ちがない
・ひねくれてウジウジしている
・すぐにあきらめてしまう
・人の気を引くことだけに熱心

【正財 - 実で陽】
・周囲からの信用が絶大
・目下の面倒見がいい
・確実に結果を出していく
・堅実に財産を作っていく

＜日柱に天干通変星なし＞

【傷官 - 実で陽】
・物事を理論的に説明する
・表現が正確で精密
・虚偽を発見し批判する能力
・技術を探求する意欲がある

【正財 - 実で陽】
・周囲からの信用が絶大
・目下の面倒見がいい
・確実に結果を出していく
・堅実に財産を作っていく

【正財 - 実で陰】
・義理と人情に厚い
・損得に敏感な感性
・慎重にものごとを進める
・几帳面でよく気がつく

【傷官 - 実で陰】
・他人のミスを発見する才能
・ついつい毒舌になってしまう
・できない人を馬鹿にする
・神経が過敏で繊細

【正財 - 実で陰】
・義理と人情に厚い
・損得に敏感な感性
・慎重にものごとを進める
・几帳面でよく気がつく

【正財 - 虚で陽】
・自分の利益しか考えない
・薄情で目下を育成できない
・理論ばかりで行動しない
・つまらないことにお金を使う

【傷官 - 虚で陽】
・明確に自分の意見を主張しない
・不注意でミスが多い
・権力者におびる
・洞察力がなくぼ～としている

【正財 - 虚で陽】
・自分の利益しか考えない
・薄情で目下を育成できない
・理論ばかりで行動しない
・つまらないことにお金を使う

【正財 - 虚で陰】
・約束を守る気力がない
・他人を利用して儲けたい
・計算しないでお金を使う
・意固地で人の意見を聞かない

【傷官 - 虚で陰】
・頭がいつも混乱している
・できなくてもいいやという思い
・自分は不当に扱われている
・だれかの批判ばかりしている

【正財 - 虚で陰】
・約束を守る気力がない
・他人を利用して儲けたい
・計算しないでお金を使う
・意固地で人の意見を聞かない

【養 - 実で陽】
・正直者でウソをつくことが下手
・人に心のこもった贈り物をする
・引き継いだ仕事は確実にやる
・人と話すことが好きである

【冠帯 - 実で陽】
・カッコよく自分を見せたい
・流行にいち早く乗っていたい
・ヒットメーカーになれるセンス
・社会に受け入れられる行動

【死 - 実で陽】
・一本筋が通った生き方
・何十年も信念を変えない
・時間をかけてなしとげる継続力
・現実の問題の対応力が良い

【絶 - 実で陽】
・伝統的なやり方を破って成功
・失敗してもあっさり負けを認める
・その場の空気を読み取る
・同時に色々な仕事ができる

【養 - 実で陰】
・なじみの店や人を好む
・周囲と調和して生きていく
・人を疑うことは好きではない
・損得勘定よりも信用を重視する

【冠帯 - 実で陰】
・カッコのいい装いでいたい
・腰が低く人を傷つけない
・目立たないことは好きではない
・面子や職位を大切にする

【死 - 実で陰】
・記憶力が抜群に良い
・人の話しを良く聞いている
・秩序を乱す行為を嫌う
・肩書きや社会的地位を重視

【絶 - 実で陰】
・隠し事がなくあっさりしている
・常に新しいことを模索している
・一を聞いて十を知るカンの良さ
・人を上下関係で判断しやすい

【養 - 虚で陽】
・無表情でウソを平気でつく
・単独での謎めいた行動
・人の気持ちに無関心
・人と人の触れ合いを避ける

【冠帯 - 虚で陽】
・体裁や服装を気にしない
・時代の流れに鈍感
・話し合いで折り合いがつかない
・他人を馬鹿にしたような言動

【死 - 虚で陽】
・人前では努力している振り
・口からでまかせを言う
・要領よくやりたいだけ
・過去のことを記憶しない

【絶 - 虚で陽】
・革新的なのは言葉だけ
・早合点して勘違いする
・偉い人にへつらって利を得る
・一つのことを完璧にやれない

【養 - 虚で陰】
・人と和合することができない
・友人ができずに孤独である
・疑い深く人を信頼しない
・損か得かの計算ばかり

【冠帯 - 虚で陰】
・努力しないで儲けたい
・目立ちたいが努力はしない
・内容がない話しばかり
・他人からの評価も気にしない

【死 - 虚で陰】
・根気と根性と忍耐が嫌い
・夢ばかり追っている
・自分の秩序を乱して混乱
・努力しないで地位を欲しがる

【絶 - 虚で陰】
・本音を言えない心の闇がある
・色々やるが全て中途半端
・少し知って全部分かった気分
・自分が劣っているという感情

四柱推命
01:00-03:00
天乙会合

7日

八字総合診断書

10月

反吟漏気

NOTE 様

1983年

通変星能力バランス五角形図

仮の淘洗珠玉 ←中国古典の神峯通考（十干体象詩）

癸

戊

辛

癸

丑

辰

酉

亥

養

冠帯

死

絶

印

食傷 ◎

右脳能力←｜→左脳能力
◎は主たる能力
○は従たる能力
△は補助能力

(辛)

比劫

官

財 ○△

山師的雰囲気がする人。つまり真心よりも要領と結果を優先する人。
そういった意味での社交術・人使いは上手。
一途な信念を持ち継続的に行動する人。実績主義の頼もしい人。

性情

鋭敏で人とは全く違った開放的な考えと行動パターンを発揮したい人生。
自分を良くみせる能力。何よりも人が気づかないことを気づいてしまう鋭敏さ。
その鋭いセンス、鋭敏さのゆえに、上司や部下は大変辛い思いをすることもある。

人生目的（能力）

鋭敏で人とは全く違った開放的な考えと行動パターンを発揮したい人生。
自分を良くみせる能力。何よりも人が気づかないことを気づいてしまう鋭敏さ。
その鋭いセンス、鋭敏さのゆえに、上司や部下は大変辛い思いをすることもある。

潜在的に眠る能力
性情
目標達成手段

常に市場と大衆のニーズを先読みし、顧客の潜在ニーズを把握しようとする思考。
頭の中は、冷徹なビジネス戦略マシーンに徹し、目標設定をする。
目標設定をすると、計画通りに着々と物事を進めていく。決して無茶はしない。

職場での潜在的行動特性

同じ環境で、忍耐強く、同じことを何度でも繰り返し根気よくやります。
何かのテーマに、とことん集中してやりたい職人気質。つまりマイペース型。
自分の実力ではダメだ、と思ったら勝手に止めてしまう癖がある。

青年期の行動特性

面の皮は、人よりも厚い。何があっても、どんな環境でも動じないタフさ。
その分心のキビは期待できない。情よりも要領を優先し、結果を重視する。
信頼性はあるが、その理由は、人の良さではなく実績。裁判官のような振る舞い。

中高年期の行動特性

コツコツと真面目にやる職人肌。清く、折り目正しく、汚れ仕事、不義を嫌う。
ルールを遵守し、時間には正確。反面、融通、臨機応変な対応といったのは苦手。
いい加減を許さず、コツコツと徹底して責任をまっとうする生き方で吉。

老年期の行動特性

考え方は比較的保守的。あまり革新的なことは望まない。つまりクールと評価。
知的好奇心はある方で、学問的な知識欲は人より旺盛で理性的です。
「考えるこむより、相談と経験と体得」がこの人の場合は人間関係向上のコツ。

配偶者に対する日常行動

自分の考えに、配偶者を従わせたいという気持ちが強い。
興味の対象が似ていれば、夫婦というより友人関係のような連携をとりあう関係。
高圧的で支配的な接っし方を慎み、折れるところは折れる努力が夫婦円満の方法。

異性に対する性的行動

正義感が比較的強く、異性に対しても堂々と対等につきあう。逆に、自分より立
場や社会的地位が弱い異性だと徹底してサポートしたくなる。少々堅苦しい。
配偶者に対しては、気品良く接し、オシャレですので、嫌われることがない。

理想の配偶者（精神面）

面の皮は、人よりも厚く、要領と結果を重視する。何があっても動じないタフさ。
裁判官のように冷徹。その分、人の心の細かい動きを察知するのは不得意。ですか
ら、敏感に人の心を察知し、人情で行動する思いやりのある相手が理想の配偶者。

目下に対する行動特性

目下や自分の子供だからと言って、年上をかさに着て、威張ることが嫌い。
むしろ、若い人と一緒に、新しいことを考え、発見し、行動する姿勢があり、好か
れます。若い人を愛し、保護し、教育し、物事の道理を説く対応で開運。

(著作)

TEL 0156-67-2742

宿曜経開運暦
NOTE 様
日

月

火
1

水
2

箕宿
安

6 室宿
親

13
畢宿
成(暗黒日)

20 張宿
安

27
心宿
栄

木
3

斗宿
危

8 奎宿

9 奎宿

業(暗黒日)

栄(暗黒日)

栄(暗黒日)

壊(暗黒日)

21 翼宿
危

28
尾宿
衰

15
参宿

10 婁宿

16
井宿

友

衰(暗黒日)

17
鬼宿

親

22 軫宿

胎

23 角宿

成

24 亢宿

壊

29
箕宿

友

30
斗宿

安

女宿
成

7 壁宿

14
觜宿

本命宿：房宿

2016年3月度宿曜暦

金
4

虚宿
壊

11 胃宿
安(暗黒日)

18
柳宿
栄

25 氏宿
親

土
5

危宿
友

12 昴宿
危(暗黒日)

19
星宿
衰

26 房宿
命

31
女宿

危

成

栄の日

命の日

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。

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

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。

(著作)

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。

TEL 0156-67-2742

NOTE 1983/10/7 満 33才

2016年度 3月度の開運暦
年の干支

丙申

年支-害

月の干支

辛卯

日支-害月支-冲
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。

癸戊辛癸
丑辰酉亥
空亡:戌:亥

日

曜

干支 通変星 十二運

01

火

壬午 偏財

帝旺

冲害刑合

環境が自分の方針に合わせてくれる予感

内容

02

水

癸未 正財

衰

巻いた種が実って収穫するような雰囲気

03

木

甲申 偏官

病

年支-害

安定性よりも動揺と改革性が望まれる予感

04

金

乙酉 正官

死

日支-合月支-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

05

土

丙戌 偏印

墓

日支-冲月支-害

活動を停止しじっくりと反省するとき

06

日

絶

年支-刑

目下や年少者に対し温かく教えを授けると良い

07

月

丁亥 印綬
戊子 比肩

胎

月支-破

自我への目覚めと周囲からの脱皮

08

火

己丑 劫財

養

日支-破

一心不乱も一休み

09

水

庚寅 食神

長生

年支-合

油断と余裕の日

10

木

辛卯 傷官

沐浴

日支-害月支-冲

出る釘は打たれるかもしれない

11

金

壬辰 偏財

冠帯

日支-刑月支-合

水を得た魚のごとく調子が良くなる

12

土

癸巳 正財

建禄

年支-冲

分散していたことがまとまりかける予感

13

日

甲午 偏官

帝旺

不安と迷いの中から変化と革新性が表れる雰囲気

14

月

乙未 正官

衰

環境の変化に対応していくと発展につながるとき

15

火

丙申 偏印

病

年支-害

自分から積極的に働きかけないほうが良い

16

水

丁酉 印綬

死

日支-合月支-刑

ものごとを探求すると新しい発見をするとき

17

木

戊戌 比肩

墓

日支-冲月支-害

勇気と決断と断行

18

金

己亥 劫財

絶

年支-刑

無我夢中も一休み

19

土

庚子 食神

胎

月支-破

食欲旺盛で緩慢になってしまう

20

日

辛丑 傷官

養

日支-破

方針は明白だが具現化は未定

21

月

壬寅 偏財

長生

年支-合

社会と積極的に触れ合うと良い

22

火

癸卯 正財

沐浴

日支-害月支-冲

整理整頓、計算づくで行動すると良い

23

水

甲辰 偏官

冠帯

日支-刑月支-合

運があなたに働きかけ、結果として変化をうながす

24

木

乙巳 正官

建禄

年支-冲

周囲との関わり合いの中で自己を確立すること

25

金

丙午 偏印

帝旺

自己中心の考えかたになりそうだから要注意

26

土

衰

哲学と宗教中心に生活をすること

27

日

丁未 印綬
戊申 比肩

病

年支-害

頭脳よりも足を使って前進

28

月

己酉 劫財

死

日支-合月支-刑

座っていても儲かる話しに飛びつきやすい

29

火

庚戌 食神

墓

日支-冲月支-害

全てを受け入れる器がある

30

水

辛亥 傷官

絶

年支-刑

無理を通すと不和を生じる

31

木

壬子 偏財

胎

月支-破

狙った異性を獲得できる日

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。

(著作)

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。

TEL 0156-67-2742

NOTE 様

実践鑑定表 2/2

21才

31才

41才

51才

61才

71才

81才

甲:偏官

乙:正官

丙:偏印

丁:印綬

戊:比肩

己:劫財

庚:食神

子

丑

寅

卯

辰

巳

午

胎

養

長生

沐浴

冠帯

建禄

帝旺

順行
現在満33才

01:00-03:00

7

10

1983

時 柱

日 柱

月 柱

年 柱

辛(傷官)

癸(正財)

癸(正財)
三刑

戊

丑

冲

癸

干合

辛

辰
己

乙

正財 傷官 劫財

酉

癸

戊

正官 正財 比肩

養

辛

食神

傷官

冠帯

地
支

亥

庚

戊

天
干

甲

壬

蔵
干

比肩 偏官 偏財

死

絶

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

31才

32才

33才

34才

35才

36才

37才

38才

39才

40才

甲:偏官

乙:正官

丙:偏印

丁:印綬

戊:比肩

己:劫財

庚:食神

辛:傷官

壬:偏財

癸:正財

午

未

申

酉

戌

亥
空亡

帝旺

衰

病

死

墓

子

丑

寅

卯

胎

養

長生

沐浴

空亡

絶

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

(著作)

TEL 0156-67-2742

宝石による開運方法
NOTE 様
1983年10月7日 生まれ

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

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

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

青玉

方沸石

魚眼石

クリソプレーズ

アクアマリン

クンツァイト

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

(著作)

TEL 0156-67-2742

観測点：2016/10/8

感情周期 鑑定書

2016年の1年間の感情安定度数の変化
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NOTE 様

1983年10月7日 生まれ

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

「丙申」年の１年間の感情周期は、「偏印」です。
自分が生まれた日の五行が、外から強い支援を受けて、自分自身の気力を充電し、体力的にも強くなりま
すがまだ動く時期ではありません。もしかすると知恵が災いをもたらすかもしれません。つまり物事の判
断基準があいまいになりスッキリしない時期です。広大な大地を目の前にして、何から手をつけたらよい
のか迷っているようなイメージです。それも目先のことではなく、長期的にプラス思考で独自の世界に思
いを馳せて下さい。この時期は、決して慌てたり、焦ったりしてはいけません。動きまわるトキではない
のです。ただ、発想は豊かになるので、いろいろと考えをめぐらすことはよいでしょう。行動力はなくな
りますが、自宅でじっくりと休養、学習をする時期で動きまわる時ではありません。現状維持ができれば
悪くないと考えて、新しい物事を慌てて始める時ではありません。

「丙申」年「戊戌」月 の１ヶ月の感情周期は、「比肩」です。
自分が生まれた日の五行と、まったく同一の五行が充満する時期です。何事にも積極的に出ていく行動を
とり、自分の気持ちを前面に出します。エネルギーが一番充実している時ですので何事もどんどんと押し
進めて良い時期です。しかしその反面、エネルギーが強くなりすぎて対人関係でトラブルも発生しやすの
で注意が必要です。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。ポイントは伸びようとする意欲がある時期ですので、とにかく活動することです。
また、この期間は空亡していますので、無理なことをすると失敗しますので、現状維持でも我慢が必要で
す。

「戊戌」月「癸亥」日 の１日の感情周期は、「正財」です。
自分が生まれた日の五行が、外に向かい形を変えて蓄積しようとします。今まで外へ漏れていた気が何ら
かの形で蓄積し始める時期です。全ての物事が順調に発展する時期で、上司、部下、同僚ともうまくやっ
ていけます。実績もでます。この好機を逃してはいけません。スケジュールもどんどん入れて、普段の２
倍も３倍も頑張って下さい。体力も気力も充実しているので疲れることを知りません。積極的な行動に出
にくい環境ですが、自分を無理にでも押し出して行動して良い時期です。但し、男性の場合は女性との縁
もありますが、不倫はいけません。女性で失敗すると財も必ず流れます。真面目に仕事をし実績を残す
か、結婚を考えた女性との交際を真面目にするかいづれかです。せっかくの天運を汚すような行動を取っ
てしまうと、今後何十年か運をつかむことができなくなります。
また、この期間は空亡していますので、堅実にやっていくはずのときですが、心が不安定になり、詐欺に
あいやすくなります。

(著作)

TEL 0156-67-2742

NOTE 様
【 四柱推命 臓器学説 鑑定文章 】

●東洋医学では、五行に人間の生理的作用を分類して病気を見ます。
・木は疎泄を司ります：気がスムーズに働くように作用します。肝臓、自律神経。
・火は心を司ります：心臓、眼、耳、鼻、舌、意識、思考、言語、睡眠。
・土は脾を司ります：飲食物の精微を体中に配る消化、吸収の働きをします。
・金は肺を司ります：呼吸器、肺臓、骨、歯、筋肉、便秘、水分代謝、アレルギー。
・水は成長と生殖を司ります：腎臓、血液、泌尿器、子宮、生殖器。
○五行エネルギーの最強と最弱の気を説明します。ここが注意する所だからです。
○五行エネルギーの最強は、水性です。
○五行エネルギーの最弱は、木性です。
○甲を補助する食物：ザボン
○乙を補助する食物：鳥肉・アナゴ・ウナギ・フグ・イカ・すもも

(著作)

TEL 0156-67-2742

四柱推命の結婚運に関する総合鑑定

NOTE 様

■NOTEさんにとって人生をダメにする異性とは？
NOTEさんにとって、人生をダメにする異性は、一見するとセクシーで愛情あふれる笑顔があり、性的
な魅力にあふれているような人です。情熱的な言葉や行動のように見えても、またNOTEさんが心地良く
なるような愛を語るような人であっても、鈍感で、NOTEさんの心の悩みなどに感心をまったく示さない
ような人です。この人の魔力にかかってしまえば、２～３年は冷めることがないかもしれませんので注
意が必要です。逆に、一見するとコンピュータのような頭脳をもちながらも、自分の大事な仕事を放り
出してでも、NOTEさんの相談を気持ち良く聞いてくれ、そのアドバイスを身をもって行ってくれるよう
な人で、さらに性的な魅力もあふれているようであれば、即刻ゲットすべき理想の人です。
■性と愛の基本
性愛すなわち性と愛ということなんですが、同じようであって、同じでない、別物のようであって別
物ではないという厄介なものです。これは、心の求めるものが、そのまま体の欲求にはならないからで
す。また、体が欲求することは心が求めていないこともあるのです。このように心と体は非常に矛盾し
た関係にありますので、これが全ての性と愛の悩みの根本的なものになっていくのです。とくに若い男
性は、性を得るために愛を語り、逆に若い女性は、愛を得るために性を提供するという構図がありま
す。ですから、男女間で性愛に対する認識はずいぶん異なるものなのです。ここでは、心の求めるもの
を解説していきます。
■心が求める性と愛（精神面）
NOTEさんは、異性に対しても同性と同じように接する平等な感覚をもっていて、真面目というよりも
損得勘定という計算をして人づきあいをしていきます。動かずにいるとストレスがたまっていくほう
で、つねに働いているのが好きなタイプです。性に対しても、浮ついた感情や派手さを嫌い、情欲にお
ぼれるということはなく、現実的で穏やかで落ちついた精神をもっています。恋愛に対しても、かなら
ずその愛情が自分にとってメリットになるかどうかを、じっくりと確認した上で、淡々とステップを踏
みながら進展していきますので、つきあってすぐ別れるというようなことはありません。そうはいって
も、NOTEさんも人間ですから、ちょっと落ち込んでいるときなどに、いかにも情緒が豊かで多感で献身
的に尽くしてくれるような異性から「NOTEさんをハッピーにしてあげる！」という奥ゆかしい誘いを受
けてしまうと『あれよあれよ』という間に結ばれてしまうケースもありそうです。

■肉体が求める性と愛
NOTEさんの性的な欲求は、異性に対する潔癖なまでの正義感と責任感があって、礼をキチンと尽くし
ながらも、堂々と対等につきあう傾向があります。自分勝手な性的な要求を無理に押しつけるようなマ
ネは好みません。逆にいうと、礼を尽くさなくてもいいような、あまりにも開放的過ぎる異性や、経済
面や身のまわりのことなど、一方的に面倒をみなければならないような異性には関心をもちません。し
かし、礼儀が正しくて、ものわかりの良い性格で、自分より立場や社会的地位が弱い異性の場合は、自
分がボスになったような気持ちになってしまい、徹底してサポートしたくなります。欠点は、異性に対
し少々堅苦しいことと、見下すような気持ちがあるため、素直にあやまれないことです。異性に対して
は、気品良く接し、オシャレですので、第一印象で嫌われることはないでしょう。貞操観念はあるほう
ですから、ひとりこの人だと自分で決めたあとは、他の異性に関しては、浮ついた心をもちません。そ
うはいっても人間ですから、NOTEさんをあまりにも尊敬し慕ってくれるような異性に出会うと、グラツ
クこともありえます。
■結婚したら性愛の傾向はどうなる？
NOTEさんが結婚した場合、独身時代の華やかな生活から、思うように趣味や洋服などにお金を使えな
い現実に気を落とすことがあります。自分自身が思い描いていた生活と違ったところが出てくると、わ
がままもめだつようになります。ご主人は、平凡で温かい家庭を希望しているのに、NOTEさんはそれを
退屈と感じストレスがたまってくるのです。そういうNOTEさんを、ご主人は自分の会社での苦労を理解
しない自分勝手な妻と批判するようになるかもしれません。ベッドの上で、NOTEさんが求めてもご主人
が面倒臭そうにするようなことがあれば、赤信号点滅の危機です。お金の使い道などは、ご主人と良く

相談してから決めるようにすると良いでしょう。
■周囲からせかされて、または競争して結婚するとき
2018年のときは、『一気に結婚する運』の年です。つまり、とにかく活力がみなぎるときですから、
知り合いや同僚が結婚するという情報を聞いてしまうと自分も結婚しなくてはならない気持ちになって
きます。なぜならば、この時期、自分だけが取り残されてしまうというあせりや恐れが生じてしまうか
らです。ですから、上司や親戚などが、縁談をもってきてくれれば、これ幸いと、その縁談に飛びつい
て、周囲のいうままに、あまり深く考えもしないで結婚に向かって突進してゴールインしてしまうとき
です。そして、この時期に結婚すると、家庭生活を出発してみて、こんなはずではなかったと思うこと
が多いようです。NOTEさんがこの時期に出会う人は、根本的に怠けただらしのない生活が嫌いな働き者
で派手な結婚よりも地味な結婚を希望し、穏やかで落ちついたタイプの人です。結婚に対しても調子に
乗って浮ついた気持ちでゴールすることを嫌うタイプです。このチャンスを逃すと、逆に、何を見ても
何を聞いても、反応が良い多情多感で、愛情たっぷりの異性との出会いに変わっていくことでしょう。
この時期NOTEさんは、決してあせらずにじっくりと計画を練ってから、お見合いや合コンなどに積極
的に参加するなどして、結婚に向けて着実に歩んでいきましょう。
■できちゃった結婚をするとき
2020年のときは『気持ちが解放され過ぎて緊張感がない運』の年です。とにかく、毎日、美味しいも
のを食べたい！ 温かい布団でゆっくり寝たい！ 楽しく遊んでおしゃべりしたい！ というように楽
しみと快楽を求めて生活をしてしまう時期です。
つまり、その場の雰囲気で調子に乗ってしまって、異性に誘われるがままに肉体関係をもってしまっ
たり、無防備に後先を考えずにお酒に酔った勢いで関係をもってしまったりということになりやすくな
ります。その結果、結婚を決意した相手ではなかったのですが、子供ができてしまったので『まあしか
たないかぁ！』という結婚になりやすい時期です。NOTEさんがこの時期に出会う人は、根本的に人に負
けると『ムッ』とするような気性をもっていて信念が強く、自分がピンと感じるところがあって正しい
と思ったことはすぐ実行に移していくようなタイプの人です。結婚に対しても、好きになったら一直線
でブルドーザーのごとく猛進して、まわりが見えなくなってしまう衝動的なタイプです。このチャンス
を逃すと、逆に、優しくて温和で、愛想の良い異性との出会いに変わっていくことでしょう。
この時期NOTEさんは、いつもよりも気持ちをひきしめて、自分の怠けようとする心にしっかりとムチ
を打って肉体と心を管理するくらいでないと、こんなはずではなかったという結末になってしまいがち
です。
■自分からプロポーズして結婚するとき
2023年のときは『相手を支配する運』の年です。つまり、相手の心の動きをいつもよりも敏感に読み
取ることができますので、相手の心の動きに合わせた言葉を使い、対応ができるときなのです。つま
り、言葉には出さないで、本心で相手が欲しいと思っているものをキャッチすることができます。ま
た、相手が本心でいきたいと思っているところや、サービスして欲しいと思っている内容をピンと悟る
ことができるのです。ですから、NOTEさんが、ず～っと結婚の相手として狙っている相手がいる場合
は、計画的に結婚式まで実行できるという時期なのです。冷静に結婚までの過程を順に踏んでいきます
ので、結果的に無理のない良い結婚になる可能性が高いのです。あくまでも、NOTEさんが主体となる結
婚であって、積極的に動いて相手をコントロールしなければなりません。黙って待っているときではな
いのです。
NOTEさんがこの時期に出会う人は、根本的に束縛されるのが大嫌いで、自由奔放な生活を愛し、世の
中の人が心の奥で欲しがっているものを発明できるアイデアが豊富なタイプの人です。結婚に対して
は、自由でありたいと思いながらも実は、ひとりでの自由は嫌いでふたり一緒の自由でないと生きてい
けない寂しがり屋の人です。このチャンスを逃すと、読書が好きな知性派で情熱をメラメラと内に秘め
ているような異性と趣味の分野で出会うことになるでしょう。
■相手にプロポーズされて結婚するとき
2025年のときは、『相手からコントロールされる運』の年です。つまり、ふだんの生活では、職場の
上司からは、いつもよりも大きな責任のある仕事を命令されたり、まわりの人から指導されたりと好む
と好まざるにかかわらず、人から干渉されやすいときなのです。結婚においても、近所のおじさんやお
ばさん、または職場の目上や上司の紹介で、お見合いをすることになって、その結果、結婚するという

ときです。今、おつきあいしている人がいる場合は、強引にプロポーズされて結婚に至ることが多い時
期です。この時期の結婚は、相手が良い人であれば最高にハッピーですが、相手が良い人でない場合
は、結婚に失敗することが多いのです。いずれの場合も、NOTEさんが相手から望まれて結婚に向かうと
きであることはまちがいありません。
NOTEさんがこの時期に出会う人は、根本的に人をほめるのが苦手で、思ったことを口に出してしま
い、嘘がつけず、プライドが高いところをもっています。結婚に対しても『こうあるべきだ』という理
想があるようなタイプの人です。このチャンスを逃すと、逆に情感が豊かで、べたべたにNOTEさんを
「わぁ～すごい」といってほめてくれるような人との出会いに変わっていくことでしょう。
■ロマンを夢見て結婚するとき
2017年のときは、『ロマンティックに夢を見る運』の年です。つまり、本当に自分にハッピーをくれ
る人かどうか？ メリットがあるかどうか？ といった冷静な自制の心はあまり働きません。ですか
ら、あまり考えないで、右脳的、精神的、宗教的な発想で、感じる世界があったら、激情的になって飛
びついてしまい、行動するときなのです。この時期NOTEさんは、ふだんの生活では絶対にありえないよ
うな衝撃的でロマンティックな出会いがある時期です。通常の生活では、出会うことがないような人と
出会い、そして、NOTEさんと異なる異質の相手に、魅力とロマンを感じ、好奇心をもち、そしてそのま
ま夢見心地で結婚まで至ることが多いのです。
NOTEさんがこの時期に出会う人は、根本的に心の中を隠せないで顔にすぐ出てしまうような情熱家で
パワフルで個性とアクが強いタイプです。結婚に対してもどうせやるなら、派手で華やかにやってみた
いという考えをもっています。このチャンスを逃すと、逆に、非常に繊細でデリケートな心をもってい
て、言葉のひとつひとつを慎重に選んでいわないといけないような異性との出会いに変わっていくこと
でしょう。しかし、いざ結婚して半年もすると、金銭的な問題、生活設計の問題など現実の問題が出て
くる場合がありますので、信頼できる人に相談してから結婚を決意するのが良いでしょう。

(著作)

TEL 0156-67-2742

四柱推命の仕事運に関する総合鑑定

NOTE 様

■ビジネスマンとしての性格とその欠点
NOTEさんは、結果を出すためなら、目的に徹して要領良く立ちまわることが得意です。組織間の調整
役や社交性をいかした仕事ならピッタリと合うことでしょう。また、色々な問題や課題を乗り越えない
と達成感を得られないタイプですから、少々困難な仕事を積極的に担当していくくらいで丁度良いで
しょう。たとえば、失敗する可能性が高く、同僚達から反対され、心配されるくらいのプロジェクトを
やってみることで、始めて躍動感を味わうことでしょう。若いうちは、なるべく厳しい上司や、プロ集
団の顧客と接して、人にもまれることが必要です。NOTEさんは、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、NOTEさん
が、本音をいうとしたら、かなり信頼している相手か、ここ一番という重要なポイントとなるときで
す。一方で、NOTEさんは、要領よく、効率的にやることばかり考えていますので、いつも頭脳が回転し
ていて考えています。その結果、頭脳的、効率主義的になり過ぎて、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欠点があります。たとえば、自分の上司にも、部下に
も、そして顧客にも、さらに自分自身にもメリットのある仕事をしようと思うあまり、振り返ってみる
と、一本筋がとおっていない仕事のやり方を続けてしまい、上司からも部下からも、そして顧客からも
非難されたりすることもありそうです。
NOTEさんは、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
て周囲の反応を見ながら、進むべき道を開拓していくといった姿勢の方がうまくいきます。
■あなたの才能を活かせる職場とは
NOTE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。そして、自分の特異的で、鋭敏な才能を世の中にアピールしてみたいという欲望が
あり、さらに人がやらないことをやってみたいという能力があります。実際、トップレベルの生意気な
技術者や、社会をあったいわせるような個性的経営者に多いタイプです。弁舌も巧みですから、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、、ついつい出るようであ
れば、その分野に関しては自分が一番だという自負心と傲慢な心があります。しかし、自分の能力を開
花させるための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。たとえば、コンピュータの技術者、ＩＴのソフトウエア技術者、芸術家、音楽家、
会席料理の職人といった世界で活躍する人が多いのです。早くどの分野で生きていくのかを決めること
です。また、どんな職種を選んだとしても、中間管理職のような、管理的な仕事をやるとストレスがた
まっていくことでしょう。
■あなたに向いている仕事向いていない仕事
NOTE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。
■管理職としての適性があるかどうか？
NOTEさんが管理職になった場合、持ち前の鋭い感性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。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」とい
い、工夫すると「指示からずれている」というような難しい管理職になっていきそうです。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。つまり、NOTEさんの場合は、多少のミスや手違いや気になる部分は、
あえて目をつぶって口を出さないほうがよいのです。管理職でも専門分野で生きたほうがNOTEさんは、
ストレスがない生活をおくれそうです。
■サラリーマンとしてどのような形で成功を望むのが良いのか？
NOTEさんは、細かい部分に気がつき、それを指摘するのが得意ですから、部下から見れば、うるさい
上司となり、上司から見ると、自分の弱点をつく鋭い奴とみなされます。つまり、温かい人間関係をつ
くっていくことが不得手ですから、実力はなくても、周囲から好かれるような人気者で、人間関係の得
意な人とパートナーシップを結ぶことができれば、NOTEさんの持ち前の鋭敏な頭脳を発揮できて、発展
していく可能性があります。
■サラリーマンを辞めるかどうか？独立に向いているかどうか？
NOTE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、その鋭敏さの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、NOTE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、独立しても良いでしょう。NOTE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、NOTE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、独立してもうまくいく
でしょう。間違っても、転職して部下を使う組織の管理職などを目指さないことです。専門職としての
独立です。
■独立する場合、必要なビジネスパートナーはどんな人？
NOTEさんは、もともと他人よりも鋭い感性で物事を批判的に観察しています。色々と気がつくところ
が多く、自分の判断で仕事の内容を改良していき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鋭い観察力が特徴です。そ
のために上司や部下を馬鹿にしたり、キツイことを言ったりすることがあります。ですから、NOTEさん
にふさわしい能力をもったビジネスパートナーはNOTEさんの言動をときには制し、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チーム全体を楽しくしてしまう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、一番重要なのが自分にあった営業のスタイルです。
どうやって自分と商品を売り込み、商談を成立させていくのが良いのか？
NOTE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、資料やデータなど
をうまく使って理論的に、そして数字的に説明することができます。販売のための資料を作成するの
に、表計算ソフトやプレゼンテーション用ソフトを使いこなし、見事な演出をすることができます。つ
まり、実際の商品のプレゼンや営業というよりは、NOTEさん自身の才能のプレゼンを派手に披露すると
いった感じになってしまいがちです。ですから、NOTE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。細かい技術的内容を説明していけば、売れていくような商品を扱
う分には、NOTEさんにはあっています。しかし、顧客の心を感動させ夢を持たせるようなパワーに欠け
る部分があります。
■サラリーマンを辞めたあと、どうやって資産運用をしていくのが良いか？
NOTEさんは、人が気が付かない、細かい部分、そして新聞や雑誌の内容の矛盾や裏側に気がつき、そ
れを指摘するのが得意です。ですから他人とは一風変わった資産運用をする可能性があります。自分で
チェックシートなどを作成し、人と違ったことをするのが良いでしょう。株式の運用なども、証券会社
のアドバイスは聞く耳持ちませんので、大きくは失敗しないでしょう。問題は、そういった才覚、鋭敏
さが傲慢となって現れ、自分の考えることが１００％正しくて、他の考えをまったく受け入れない傾向
が見られるということです。こうなると、かえって失敗する可能性が高くなります。

■NOTEさんの能力総合診断
NOTE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。
NOTE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、NOTE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、NOTE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。
■NOTEさんの金銭感覚
NOTEさんは、人目にひくような、立派な車に乗ったり、大きな家に住んだりして、人生をきらびやか
に過ごしたいという気持ちで仕事をしていきます。従って、お金の使い方も派手で成功者として見られ
るようなお金の使い方をしそうです。生活環境も時代に乗ってどんどん変化していきます。しかし、仕
事や事業に失敗した場合は、その原因を社会のせいや人のせいにして、不満が多く、他人に対し、敵意
をいだきやすくなります。また、自信がなくなると自分よりも、権力がある人や地位が上の人の顔色を
みながら、仕事をするようになります。
■NOTEさんの『ほらふき度』
NOTEさんは、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、そして組織を上手に使っていく
という行動力に関してはあまり得意ではありません。そういった意味では、実現できないようなことで
あっても言葉だけが優先してしまいますから、口先だけは立派という印象をもたれることがありそうで
す。
■NOTEさんの『根回し度』
NOTEさんは、自分のピンと来た感性と判断力に対し自信をもっています。ですから、それが正しいと
いう自負心がありすぎて、なかなか根回しという行為まで至りません。根回しという行為は普段からの
人脈形成や酒宴での付き合いがないとできないものです。鋭敏な感性が災いして、他人のやっているこ
とに対し批判することが多いので、イザという時に動いてあげようという気持ちになる人が少ないので
す。
■NOTEさんの『優柔不断度』
NOTEさんは、上司から細かく管理されない場合に限り、ピンとくる自分の感性と判断に従って、鋭く
前進していきますから、本当は優柔不断ではありません。しかし、細かいところまで管理されるような
環境だと、従う振りをして、実は全く従ってないことがあるのです。さらに、損得勘定が強いため自分
が損してまでも主張を貫くことはしたくありませんから、優柔不断と思われてしまうこともありそうで
す。
■NOTEさんの『責任感度』
NOTEさんは、鋭敏な感覚と判断力には自信がありますから、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追及うるという姿勢があります。しかし、NOTEさん自身が納得してい
ないで、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たび
たびです。ですから、上司から見ると責任感があると評価されないこともありそうです。
■NOTEさんの『現状改革度』
NOTE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、独特の鋭い感性を生かした細かい改善内容が多く、例えば５％のコストを削減すると
か、性能を１０％良くするといったＱＣ的なものが得意です。しかし、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。
■NOTEさんの『審美善』
NOTEさんは、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。
■NOTEさんの『経済社会度』
NOTEさんは、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。
■独立するならいつが良いか？
NOTE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、2018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NOTEさんが、まだ迷っているならば、運勢的には2018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。むしろ、本当のNOTEさんは、自分
の意志が固くそれを貫きとおそうとしますから、前後を顧みずに独立の時期でもないのに突進してしま
う危険があるくらいです。ですから、NOTEさん自身が、独立をするというときには、あふれんばかりの
決意に満ちているはずですし、誰にも左右されない方針が明確になっているはずですし、独立後の提携
先とかビジネスパートナーも決まっていることが多いはずなのです。もしかしたら、サラリーマンをや
りながら会社を設立して『二足のワラジをはく』くらいのことは平気でやっていくかもしれません。
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、2022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、世の中の動きを
敏感にキャッチし、それにあわせて戦略を打っていくという頭脳が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？
NOTE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、2024年のときです。この時期は、NOTEさん自身が、過去
数年間にわたって色々な取引先、組織そして人を動かしながらやってきた仕事が、だんだん実ってき
て、自分自身に誇りと自信が生まれかけてきたあとにやってくる必然的な運勢なのです。ですから、過
去何年間かの仕事を振り返ってみて、人脈の基盤ができてきて仕事がやりやすくなったという実感があ
る場合は、さらなるステップアップの時期として、運勢がNOTE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、効率と要領ばかりを優先してきて、結果的にNOTE
さんを信頼してくれるビジネスパートナーに恵まれていない場合は、その何年間かの償いをさせるため
に運勢は、天罰的にNOTEさんに働きかける可能性もあります。どちらの場合も、NOTE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。

NOTEさんの場合は、どうしても『一石二鳥』、すなわち一つの行動で二つのよい成果が得られるよう
な効率を優先してしまうばかりに、義理と人情をどうしても軽視してしまう傾向があるようです。です
から、人の気持ちを察して、人の良い部分だけを伸ばしていくような温かい心で人と接し、仕事をして
いくことを運勢はNOTE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のはいつか？
NOTE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、チームの中の人材をなるべく効率良く使いながら、最短の日数で最大の成果をあげるにはどうし
たら良いか？ということをいつも考えながら仕事をしているほうです。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。NOTEさんの場合は、2016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。
NOTE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、自分の才能を発揮していくため
には、どういう人と組んで、どういう仕事をしていくのが良いのか？ を常に考えながら、要領を最優
先して仕事をしてきたのではないでしょうか。運勢のリズムは１０年周期でやってきます。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、2016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、要領や効率ばかりを優先して行動するのではなく、2016年から１０年とい
う期間に、神様がNOTE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。
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NOTE 様
【四柱推命ＡＩ（人工知能）鑑定文章】

■日主・・戊
日主が戊の人は、堤防の荒々しい岩石の如く、自己が強いものですが社交性があり、表現力
がありますので、一見すると押しの強さは分かりません。戊は、五行の土ですが、戊を強めて
くれるものはありません。ただ根があることを欲します。また順応性があり要領が良い長所が
あります。
岩石ですので即断即決といった行動の敏捷さ、あるいは心の機微を読みとるといった繊細さ
はありません。しかし、一度決定したことは、最後まで辛抱強くやりぬく頑固さと勤勉さと徹
底さをもっています。
その反面、ワンマンで、強情になりやすく、理屈っぽい傾向もあります。
胃腸系の病気にかかりやすい傾向がありますので、注意してください。
■職場環境で周囲からの評価、目上との関係の鑑定（月柱）
■月柱・・傷官
社会面では、独特の個性と才能と頭脳、慎重さで成功していく人が多いのですが、本音
は人に見せない傾向があります。知恵があり、弁舌もさわやかで、闘争心を内に秘めてい
ますから激烈な競争分野でも生き抜いていけるタイプです。技能やスポーツなどの、こだ
わりが必要な世界や、ちょっと変わった特殊分野で才能を発揮します。
その能力が悪い方面に表れると、自分を押さえる官星を破る星ですから、まるで自分の
発言や行動が暴徒と化し、人の迷惑を考えずに行動してしまう傾向があります。つまり、
節操がなくなり、無軌道になってしまう傾向もありますので注意が必要です。
■社会運の外面的能力の鑑定（年柱）
■年柱・・正財
正財は財産、父親の星で、こつこつと財がたまる様子を意味します。つまり細心で正直
で倹約家で、経済観念が大変現実的でしっかりしています。整理整頓が得意で用心深く物
事を進めます。
また、その能力が悪い方面に表れると、小心者でケチでいつもくよくよと悩み、文句が
多く、金銭への執着があリ過ぎて、チャンスを逃すといった傾向になります。
■配偶者に対する態度（日柱十二運星）
■日柱の冠帯－配偶者に対する態度を見ます。
■長所
配偶者に対する態度は、華やかで、きらびやかに自分を見せるように行動し、下品な行
動を嫌います。外見はスマートに振る舞いますが、相手を押さえつける、といった行動に
なりやすく、まるで主従関係のようになりやすい傾向です。
■短所
配偶者に対する態度は、カッコばかりで内容に欠け、虚栄心ばかりで、実体が伴わない
傾向があります。表面だけ飾って、調子が良いのですが、配偶者に対し横柄で他人行儀に
なりやすい傾向があります。
■職場における深層心理の鑑定（月柱十二運星）
■月柱の死－職場生活の内面的な内容をみます。
清廉潔白で、外面が明るく勤勉な努力家です。また器用に何でもこなし、趣味が豊富で音
楽やスポーツ、芸術など広い範囲で人生を楽しみます。また、楽観的で、自分の実力に応じ
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た人生を無難に歩みます。
何か特定の分野において、専門的な技術や研究に優れていることが多いのが特徴です。
■長所
物事が停止しているエネルギー状態ですので、規則正しく、継続的に根気良く物事を処理
することができます。しっかりと現在のおかれた環境に根づいていて、簡単には変化を好ま
ず、動かない状態です。
■短所
物事がすべて停止する状態です。何があっても反応を示さず、鈍感で心が動かず、冷酷の
ように見えますが、実際は、行動するパワーがないだけです。とにかくコチコチに物事が固
まった状態ですので、発展も衰退も、何も動きが無い状態です。
■社会運の内面鑑定（年柱十二運星）
■年柱の絶－社会生活の内面的な内容をみます。
■長所
策略とか陰謀とかいったものには、無縁のタイプです。融通性があるので、今までのも
のを改革し、きれいさっぱり作り変えていく傾向があります。従って、時代の変化を読み
取り、今までの悪い環境を全部絶やし、新しいことに目を向けます。転職するごとに運勢
が良くなったり、方針を変えるごとに成功したり、不思議な運勢をもっています。
■短所
とにかく一定した方針を持たず、今までの環境を良きつけ悪しきにつけ、変えていく人
です。不安定で、不確実で迷いが多く、粘り強さと根気がないので、結局何事も成し遂げ
ることができない傾向があります。行き当たりばったりという評価を社会からされる傾向
があります。

■支配感情は「思考」
会社においては、いかに要領良く、効率的にやるかを考え、トラブルがあることに対して
は、いかにして相手を克服するか、説得するかを色々と考えます。また、将棋や囲碁など
で長時間思考するといった、この要領と結果を最優先して、長時間考えるといった作業自
体が、あなたの支配感情となります。逆に、このストレスとうまく付き合うことができる
と、信頼と実績を築くことができます。
■体調不良
長時間の思考、色々と考えすぎることは、消化器系統特に、血肉を作る臓器である胃腸に
負担をかけてしまします。具体的な症状としては、食欲がない、下痢が続く、胃が痛い、
といった症状が出ます。また、結果として、痩せる、力不足、出血（生理、便）、食事を
しても味がわからないといった、ようになります。
■体調回復
無理して、長時間考えすぎないことが、体調回復の一番重要なステップです。もし、会社
の業務上、長時間思考せざるを得ない場合は、思い切って、転職してしまうことも必要で
す。家庭菜園、農業の手伝い、日曜大工、山登り、ロッククライミング、ハイキングなど
がストレス解消になります。
■開運レシピ
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甘味のある和菓子、洋菓子。甘いものそれ自体は、代謝の過程でエネルギーとなるもので
すから、消化器に良い影響を与えます。体を使って肉体的疲労が溜まった場合などには、
適量取ると良いでしょう。
■体調をいやす職種
山を散策するガイド、登山家、または山林や河川の管理。土と親しむことができる農業、
果物栽培。山の土が原料となる陶器の作成。山師のような裏の世界の調整役。
■六十干支による鑑定（戊辰）
のんびりしたムードの持ち主で、性格は温厚そのものですが、周りの人に左右されないマ
イペースな人です。しかし本当はゴーイングマイウエイという生き方がモットーであり、自
分の信念を押し通す強さとわがままさを持っています。少々の障害があって、それをはねと
ばしてしまう自尊心と、困難にもくじけない、強い意志の持ち主なのです。
本当は優しい人なのに他人からはガンコな人だと思われることが多いのは、あなたの表現
方法が不器用なせいです。それを理解してもらえれば、周囲からかえって信用されることで
しょう。心理的には、ものごとの白黒をつけたり速断することは苦手なタイプです。ただ、
独立心も強く孤独にも強いので、職業人としても成功することが出来ます。知性を感じさせ
る立ち振る舞いは、年を取るに連れて奥行きを増すでしょう。数々の失敗や困難を乗り越え
て大きくなっていく人なので、深刻に考えこまず、おおらかに、ときには開き直るくらいの
気持ちを持つことが大切です。
恋愛は、細やかな神経を持ちながら、それを相手に感じさせない、知的に洗練された男性
を好みます。表面は冷静でも、心の中では情熱が燃えたぎっています。ただ、それをストレ
ートに出さず、いわゆる大人の恋が出来る人です。ただ、あなたは大変きびしい人で、とも
すれば批判的になりがちです。人は誰でも欠点を持っているものですから、小さなことには
こだわらないようにしましょう。家庭を作っても、夫とは対等な関係を持ち続けるタイプで
す。結婚後も、仕事を持っていたい人でしょう。
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あなたの女力 彼の男力のアップをするには？
NOTE 1983/10/7 と ＳＫ 1959/12/26
■あなたの女力をアップする方法は？
【傷官】
あなたが女性としての魅力をアップしたいと思った場合、あなたの乙女のような清
潔さがポイントになります。おそらくは、あなた自身が思っている自分の魅力とは違
うと思われるでしょう。しかし、心の中はどうであれ、仕事上の人間関係で疲れた男
性に、乙女のような会話を提供するその瞬間に、男性は、あなたの女らしい魅力を発
見するのです。つまり、常にロマンチックな夢を描き、楽しい人生を生きる姿勢でい
ることが、最終的には、あなたの魅力のアップになるのです。

■あなたの精神を清める方法は？
【傷官】
あなたの精神を清めようと思うなら、あなたの精神は何を希望しているのかを知る
ことが大切です。実は、あなたの精神は、誰かに傷つけられて生きる気力を失ってい
る人を助けてあげたいという欲求があります。人と競争していくことが、あなたの精
神の望みではないのです。仕事上の人間関係で傷ついている人、お金のことで困って
いる人達の苦しみを聞くということを通し、精神が満たされ、心が美しくなってきま
す。

■あの人を男らしくする方法は？
【あなたからみた相性は偏財】
女性は、妊娠・出産・子育てをしている期間は無防備になりますから、あの人には
男らしくなってもらわないと女性のあなたが困ることになります。それで、あの人を
強くする方法は、一つです。あの人の要望は何でも受け入れてあげる素振りをしなが
らも、経済的な安定がないと、安心して一緒に暮らせないことを納得させることで
す。そのために、もしも収入面で頼りにならない場合は、経済力のある別の男性を頼
らざるを得ないと告白することです。

■あの人が男らしくなったら、どのような特徴が出てくるのか？
【壬】
あの人が成長して男らしくなった場合、最初に現れる特徴は、新しい時代の波に乗
らなければならないという強い欲求です。もしかしたら、一時的な流行や他人に影響
されているだけだと感じられるかもしれませんが、それは、成長に向かっている証拠
です。次に、自分の内面的な課題に打ち勝たなければならないという意識が芽生えて
きます。その結果、少数の人に支持される反面、敵も多くなるかもしれませんが、そ
れも、成長した証拠ですから、慌てず、あたたかく見守っていくことです。
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あの人は、最近、あなたのことをどう思っているのか?
NOTE 1983/10/7 と ＳＫ 1959/12/26
■あの人は、最近、あなたのことをどう思っているのか?
【あの人からみた相性は偏官】
あの人はあなたに対し、すべてを支配したいという欲求を満たしてくれる可愛い異
性だと思っていましたが、最近は、あらゆる点でリードしていかないといけないとい
う気持ちに疲れが見えはじめています。
つまり、あの人は、独占欲が一倍強いだけに、完全に自分のものと感じられるまで
気を抜かずにいたのですが、あなたがそれに柔軟に対応しすぎたために、かえって、
精神的にイライラしているのです。特に会社のなかで、対人関係に苦労していると
か、体調が思わしくない場合は、あの人自身のイラダチは消えることがありません。
あなたが、柔軟に対応しても、実際の社会活動とのギャップが大きすぎて、かえって
憎しみの対象に変化していくようです。

■二人の状況は、なぜ、こんなふうになってしまったのか？
【偏官】
恋の最初の頃というのは、私はあなたのモノ、あなたは私のモノという感覚は、非
常に楽しく思えたものです。しかし、交際を深めるにつれて、そういった情緒は徐々
に薄れてしまうのは避けようがありません。そういう点で、今現在の二人の状況は、
必ずしも楽観できるとはいえませんが、だからといって、あなたが一方的に相手の気
を引こうとして、相手のワガママな要求に応えてばかりいることはかえって二人の将
来を暗くするだけです。
なぜならば、自分の思い通りに動いてくれる異性というのは、最初のうちは快楽を
感じるものですが、時間が経過するとそれがイライラに変化するからです。重要な点
は、あなたの人生を相手に依存しないことです。あの人と縁が切れたとしても、あな
た自身が誰にも依存せずに自立した人生を歩んでいくことが、あの人の気持ちをスッ
キリしてあげられるただ一つの方法です。

■結局、あの人をどこまで信じてもいいですか?
【偏官】
次に、あなたが気持ちを切り替えてあの人なしでも楽しく生きていくというふうに
なった場合のことを説明します。もし、あの人が、自分の仕事がうまくいかないと
か、対人関係がうまくいかないといった理由で、あなたにそのはけ口をぶつけず、あ
なたの自由な生き方を認める方向に変化していけば、あなたはあの人を信じることが
できるでしょう。
しかし、あの人が、相変わらず、自分が気に入らない出来事やトラブルに遭遇した
ときに、そのうっぷんをあなたにぶつけるようであれば、あの人を信じることはでき
ません。そのときは、あなたのほうから、距離を置き、新しい出会いを求めるべきで
す。あの人のほうから、距離を置くことはありえません。
次に、あなたのほうが気持ちを切り替えることができなくて、あの人のことばかり
で頭が一杯になるなど、あの人に自分の人生を預けてしまった場合のことを説明しま
す。残念ながら、神があなたに与えた自由に生きる権利を放棄してしまったのですか
ら、これから、ますます、不自由で悩みが多い人生が待っていることでしょう。
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彼はあなた以外の女性とつきあう気持ちはあるのか
NOTE 1983/10/7 と ＳＫ 1959/12/26
■あの人は今あなた以外の女性とつきあう気持ちはどのくらいあるのか？
【あの人の今年の運は偏財】
もしかしたら、あなたは、あの人が他の異性にもチョッカイを出しているかもしれ
ないと不安な気持ちになっているのでしょうか。ここで、重要なことを言いますが、
男性は、いつの世も、女性から愛されることを生きる第一の目的にしている生き物だ
ということです。間違わないで欲しいのは、幼い男の子が母親の乳房を一生懸命に求
めるように、大人になっても男性は、女性から愛されることを常に希望しているとい
うことです。つまり、あなた以外の女性からも、愛されることを常に望んでいるわけ
です。
さて、こういう男性の生理を知った上で、あの人の今現在の心理を占ってみましょ
う。あの人は、過去も、これからも、チャンスがあれば新しい恋愛に入っていこうと
する気持ちがあり、その動機は、いろいろな異性を研究して味わってみたいという性
的なものです。したがって、交際をしたいと思っている異性はいると考えたほうが良
さそうです。

■あの人は、心の中であなたと付き合う意志はどのくらいある？
【あの人からみた相性は偏官】
さて、そういうあの人の心理を知った上で、あなたが決断すべきことは、あの人か
ら愛されることを待っていてはいけないということです。愛されるのを希望している
のは、あなたではなく、あの人なのですから、今から発想を変えて生きましょう。あ
の人を良く知った上で、あの人が心のなかでどのくらい付き合う意思があるのか、そ
れを占っていきましょう。
あの人の気持ちの中で、本格的にあなたと付き合おうとする熱意は、他の異性より
も強いと考えても良いでしょう。ただし、あの人の求めている恋とは、必要なときだ
け側にいて慰めてくれて、必要でないときは自由にさせて欲しいという身勝手なもの
で、あなたが希望している恋の種類とは異なるかもしれません。

■あなたにもできるあの人にとって特別な人になる方法
【偏財】
さて、あの人の恋の傾向を占ってきましたが、さらに、極めつけのテクニックを教
えましょう。それは、男性は女性の肉体の研究にはやがて飽きるものですが、心の研
究には飽きないという法則を応用したものです。一生涯にわたって、浮気をしない男
性というのは天然記念物の生き物を探すようなもので、現実的ではありません。だか
ら、あなた以外の女性と、あの人が関係をもったとしても、それであの人が奪われた
と思ってはいけません。どうせ、男性も女性も、肉体の味には飽きるのですから、精
神的な味のあるほうに戻ってきます。
重要なことは、あなたが、あの人以外の異性とでも楽しく過ごせるだけの余裕を持
つということなのです。あなた自身は、一人の異性におとなしく従うよりも、多くの
異性を従わせる生活スタイルのほうが輝くのです。そういう生き方こそ、今日も明日
もずっと、継続して自分の精神を高めるテクニックなのです。つまり、恋の主導権を
あの人に渡すのではなく、あなたに移動させるのです。
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あの人は社会で成功していけるのかいけないのか
NOTE 1983/10/7 と ＳＫ 1959/12/26
■あの人が天から与えられている仕事運
【偏財】
今現在、あなたも、あの人の所属する会社も、会社が所属する国も、大きな時代の
変化に飲み込まれていることは、もう気がついていますね。そういった変化の真只中
では、これまでうまくいっていた人が下降し、虎視眈々と次を狙っていた人が上昇し
ていきます。あの人も、時代の波に乗れば、お金持ちになるチャンスはいくらでもあ
るわけです。
さて、あの人が天から与えられている特徴で、他人が真似できない仕事運は、指示
された内容以上の仕事をしてしまうという部分です。なぜならば、与えられた仕事の
なかにも、これはもっと工夫する余地があると発見する能力があり、それを自分の仕
事に役立てていくことが出来るからです。ですから、今の仕事に飽き飽きしているの
なら、仕事を変えたほうが、持てる力をフルに発揮できるタイプです。普通ではない
人が求められる時代です。サラリーマンとして勤めていて、もっと顧客の立場で仕事
をしたいという不満があるのなら、独立したほうが才能を発揮できます。安定した収
入にしがみついていては、個性が発揮できません。

■あの人がこれから経済的に困窮しないために注意すべき内容は
【偏財】
あの人の天賦の才能が、ちょっとした周囲の人達の見方の変化で、落とし穴にもな
るということを、サポート役のあなたは知っておく必要があります。それは、あの人
自身の長所の行きすぎがそうなるので、自分では気がつかずにいることが多いからで
す。あの人は、どんな人とも積極的に社交できるため、周囲の人達から、少し人付き
合いが派手だと思われています。さらに、異性に気軽に声をかけたり、恋愛ゲームの
ように駆け引きを楽しんだり、言葉巧みに人の心を操縦するなど、ちょっと危険な人
のようだと思われているようです。自分のことは自分で分かっているという傲慢な気
持ちがあると、適切なアドバイスをしてくれる友人を失い、仕事上の大きな落とし穴
にはまる可能性が高くなり、経済的にも困窮する可能性があります。

■あの人が成功するために、必要とされるパートナーはどんなタイプか？
【偏財】
天から与えられたあの人の仕事運を成功に導くためには、やはりパートナーが必要
です。あの人が受け入れやすいパートナーは、これからの経済がどうなるかといった
ことに関心があって、金銭面で豊かな考えをもっている異性です。その相手は、でき
れば目上の異性が良く、あなたの飲食代なども、さり気なく支払ってくれる人が良い
のです。さらに、思いついたら損とか得とか、他人の評価などを気にせず、思うがま
まに、率直な行動ができる人なら、最高のパートナーです。あの人が本当に成功した
いのなら、またはどこに流されていくのか分からない人生は嫌だと切望しているのな
ら、そういう特徴をもった異性を、嫌いでも好きになることができます。

(著作)
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あの人が心に秘めていて、あなたに言えなかった想い
NOTE 1983/10/7 と ＳＫ 1959/12/26
■出会った当初 あの人は、あなたにどんな印象を抱いていたのか？
【相手からみた相性は偏官】
あなた達が出会った最初の頃、あの人はあなたのことを、自分の将来を予測し、今
何をするべきかを客観的に見つめてくれるような異性だと映っていました。社会人と
してあるべき方向へと導いてくれ、叱られることも期待できる異性、と思っていたよ
うです。
つまり、あなたに対して性的な魅力を感じるとか、激しい情緒的な好きとか嫌いと
いう感情はあまりなく、ある種の指南役に似たようなものを感じているようです。あ
なたの方から見た場合、理解できないと思える言動も、実際にはあなたを師として信
じているからなのです。あの人は、あなたに対し、他に交際している異性がいるとし
たら許してくれない厳しい相手だと直観したようです。

■交際を続けていくと、あなた達の関係は、どのように変化していくのか？
【偏官】
あなたがあの人を強く愛した分だけ、あの人は生きる自信がわいてきます。ただ、
ここで注意して欲しいのはあなたが主体的に相手を愛する行動をするのが先というこ
とであり、あなたが受身の状態でいて愛されることを待つということではありませ
ん。あの人がまだ気がついていない才能を、あなたが伸ばしてあげると、あの人は元
気になってくるのです。
セックスに関しても、それは同じであり、あなたのほうが教えないといけないので
す。ああして欲しい、こうして欲しい、ここを触って欲しい、そういうやり方はダメ
というように教えると、相手は成長するのです。
さて、そういう教える側と教えられる側という緊張した期間を経たあと、だんだん
と気持ちが落ち着いてくると、本来のあなた達の相性に変化していきます。それは、
常にお互いの才能を刺激しあい、社会に貢献するなんらかの活動をしていく関係で
す。

■最終的に、あの人は今後二人の関係をどうしていきたいと思っているのか？
【偏官】
あの人自身の正直な気持ちとしては、今後の二人について、急いで結論を出さなけ
ればならないとは思っていません。むしろ明確な答えを持つのは、あなたに対して失
礼かもしれない、というのが正直なところかもしれません。それでも何となくの思い
としては、二人から過度な緊張感が消え、徐々にユーモラスな雰囲気になってきて、
その後の段階を目指したいのがホンネのようです。あなたとしては、結局自分がどの
ように扱われるのか不安があるのかもしれません。
もし、結婚という形でその不安がなくなると思うなら、正直に、あなたのほうから
結婚を持ち出すべきです。それを万一はぐらかすようであれば、あなたのほうから、
別れる勇気を持つことです。
また、相手に自分以外に深い仲にある異性がいるという心配があれば、それはダメ
だと厳しく言うのです。あの人は、自分をあなたとは違う形で愛してくれる異性が複
数いても、それを気にしないからです。いずれにしろ、二人の将来の主導権は、あな
たが握ったほうが幸せをつかめます。

(著作)
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あの人が感じているあなたの魅力は？
NOTE 1983/10/7 と ＳＫ 1959/12/26
■現在、異性が感じているあなたの魅力とは？
【相手からみた相性は偏官】
今現在、あの人が感じるあなたの魅力とは、自分に厳しく、人に優しく対応できる
ところです。これまでは、人の話しを聞いて分かってあげるよりも自分の意見を押し
通す努力をしてきたようですが、そういった自己主張をしたいという欲求を捨て去
り、ちょっと優しい雰囲気に変化しました。不思議なもので、相手の言うことが分か
らなくても信頼するという気持ちに変化してきていて、そこが魅力なのです。もしか
したら、今でも自分のやりたいこと推し進めていきたい強い信念があるのかもしれま
せんが、人は一人では生きていけないことを悟ったあなたは、人を自分の為に利用し
ようとしないので、そこが異性を刺激しているようです。つまり、精神性の高さが魅
力なのです。

■あの人からもっと愛されるためには、どうすればいいか？
【戊】
あの人から深く愛さることが幸せだと思っているかもしれませんが、実は、多くの
異性を愛するパワーがあなたには眠っていることをご存知でしょうか。あの人から愛
されることを大人しく待っているよりも、自分から進んで異性を愛するほうが、あな
たは幸せになることができるのです。では、どういう異性を愛したいと思うのかを説
明しましょう。あなたは、困難なことに遭遇してもあわてずに落ち着いており、人と
口論することを避ける性質を持っていますが、それとは正反対の人を批判することが
好きで、嫌いな人とは口もきかないようなちょっと感情的な異性に惹かれやすい傾向
があります。そして、その情緒的な異性は、いつも周囲からの目を気にしていること
がおおく、お酒を飲みながらゆったりと時間を過ごすことを知りません。つまり、夜
の繁華街で、お酒を飲みながら、ゆったりとした時間を過ごすこともときには必要で
あることを教えてあげることが、相手に新鮮な感覚を与えることができるのです。
気をつけることは一つだけです。相手が自分の思うとおりに行動しないからといっ
て、それを叱らないことです。たとえ肉体関係をもったとしても、相手を束縛しよう
とすると嫌がられます。

■二人の愛を継続して長続きさせるための秘策とは？
【戊】
さて、どんな人でも、好きで好きでたまらないという情感に一時的に舞い上がるこ
とはありますが、それが十年も継続しないことは、あなたの親族などを観察してもう
分かっていますね。いろいろやってあげたのに、相手が思い通りの反応をしてくれな
かった。自分だけを見つめてくれなかった。こんな思いになるときが必ず訪れます。
すると、好きという感情が裏返って憎いという感情に変容してしまいますね。人の感
情を受け止める器のあるあなたなら、もうお分かりですね。好きという感情と憎いと
いう感情は同じ歯車でそれが回転しているだけなのです。
では、どうすれば愛が長続きするのでしょう。思い出してください。あなたが愛し
たいと思った異性は、あなたと正反対の好き嫌いの激しいタイプだったということ
を。平和的な知性で、分かろうとするのが元々無理なのです。だから、分からなくて
も、信頼して認めてあげることが、あなたの進化した形の愛なのです。

(著作)
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あなたのビジネススタイルを検証する
NOTE 1983/10/7
■前世のあなたは、どんな社会生活を送っていたのか？（年干通変星）
【財星】
前世でのあなたの社会生活は、どちらかというと、愛する人と良い生活をしたいと
いう欲求が強く、仕事には多少熱心だったようです。とくに、自分が守らなければな
らない家族ができたときには、あの手この手を使って収入を増やしていたようです。
しかし、決して嫌な仕事を無理にしていたわけではなく、仕事を通して人間として大
きく成長していく生き方を重視していました。お金を求めるために自分の信念や哲学
を犠牲にすることはなく、穏やかな人生だったようです。ここで前世の生活ぶりを解
説したのは、前世で経験をして納得したことは現世ではもう経験する必要がないとい
う理由があるからです。しかし、前世での経験に納得がいかない場合は、現世でもう
一度同じことを繰り返す必要があるという法則を知っておかないと、正しい占いにな
らないからです。

■現世のあなたは、どういうときに仕事で生き甲斐を感じるのか？(月柱通変星）
【食傷】
さて、現世でのあなたの社会生活は、前世よりも行動的になり、忙しいようです
が、前世よりも、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
とが苦手になっています。現世のあなたは、自分の独創的な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、自分の感性を誰
かに聞いてもらえる中で、生き甲斐を感じていくのです。仕事そのものにも愛情を注
いでいきますが、周囲から認められない環境で仕事をやっていくことは好みません。
今の職場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。

■仕事で生き甲斐を感じながら成功するためには？(月柱通変星）
【食傷】
そういった個性を仕事上で発揮していくために、あなたは足を使ってとにかく色々
な人と会って、ちょっと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。もともと、現世でのあな
たは、仕事人間としての度合いは強いほうですが、誰かに才能を認めてもらったとき
は、いっそう仕事に対する集中力が増します。もし、仕事への集中力がなくなるとし
たら、周囲から才能を認められないときです。

■あなたが成功するのに必要なパートナーはどんな人か？(月柱通変星）
【食傷】
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
があるのですが、その反面、上司の意見に合わせて行動するとか、顧客の意見を上手
に取り入れながら商談を進めていくとか、スケジュール通りに製品を提供していくと
か、部下の仕事を隅々まで、管理していくという能力には、欠けています。振り返っ
てみると、一人だけで勝手に突っ走っている危険といつも隣合わせなのです。ですか
ら、チームの和を保つことが得意な人がビジネスパートナーとして必要になります。
パートナーに恵まれれば、スケールが大きく話題性のある仕事を成し遂げる可能性が
あります。

■今の仕事に生き甲斐を感じられず仕事を変えるとしたら、どういう条件がそろった
ときか？(月柱通変星）
(著作)
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あなたのビジネススタイルを検証する
NOTE 1983/10/7
【傷官】
もし、あなたが今の仕事に生き甲斐を感じられず仕事を変えるとしたら、数年以
上、今の仕事を継続していて、技術の習得が終わっていることが条件です。さらに、
周囲の人よりも自分のほうが早く上手に仕事をこなすことができるという自信があっ
て、さらに上を目指したいというならば、そのときが、チャンスです。迷うことはあ
りません。ただし、新しい仕事に変わると、やりがいはあるかもしれませんが、周囲
からあなたの実力が評価されるまで、一時的には、生活のレベルが下がるかもしれな
いという覚悟がなければなりません。

(著作)

TEL 0156-67-2742

あなたの前世と現世はどういう関係があるか
NOTE 1983/10/7
■前世のあなたは、どんな生き方をしてきたのか？（年干の通変星）
【正財】
あなたが前世でどんな生き方をしてきたのか？そのキーワードは『着実』と『合理
性』です。つまり、「自分にも相手にもメリットのある経済的発展を生み出さなけれ
ばならない」という魂の声を絶えず聞いて、無駄を省き合理性を重視した生き方で
あったはずです。リスクが大きくなることを避け、着実にグループ全体がメリットを
受ける方法を選択する能力に優れていたので、しっかりとした経済力に恵まれた生涯
だったはずです。

■そして現世ではそれをどのように活用すべきなのか？
【正財】
前世では、人と張り合ったり、何かに熱い情熱を燃やすよりも、確実なものを冷静
に判断する方でした。しかし、何をするにも計算ずくで、少しセコイ人の様に思われ
る面もあったようです。ですから現世では、モノやお金といった物質にとらわれない
ようにするべきです。たとえ儲かると分かっていても、自分だけの成果や実りを追い
求めるのは前の生涯で終わったことです。あなたの場合、もっとスケールの大きなも
のへ意識の領域を広げて、グループに責任を持つべきなのです

■あなたは社会でどんな役割を与えられているのか？そして必要な仕事上のパート
ナーは？
【正財】
前世で冷静な生涯を送ってきた人は、現世では少し活発な人生を送るようになって
います。あなたの今の社会での役割は、『とことん熱中して大きなことをやりとげ
る』です。そのため、常に変化していて、競争の激しい社会で、朝から夜まで休む間
もなく活動するという環境に身をおいたほうが良いのです。今のあなたに最も必要な
仕事上のパートナーは、上司や部下の意見を何よりも尊重し、相手に自分を合わせて
いくような角がない人です。決して急がず、ゆったりした人であれば、あなたの不足
部分をサポートしてくれるはずです。

■現世では他人に対し、どのような接し方をしていくのがあなたの役目なのか？
【傷官】
前世で他人に対して奉仕した人は、現世では奉仕されやすく、前世で他人に助けら
れた人は、現世では他人を助けるという法則があります。あなたの場合、前世では仕
事面などで他人から助けてもらったため、現世では他人を助ける役目があります。自
分の鋭い感性を活用して相手の仕事のやり方や人生設計に、何かと干渉して細かなア
ドバイスをするのがあなた流の奉仕です。ただし、最初のうちは、相手が警戒するこ
とも多いので、徐々に自分のペースに巻き込むと同時に、言葉で示すよりも態度で示
すことが必要です。

■そして来世はどうなるのか？（時干の通変星）
【正財】
来世は、あなたが子供をどのように育てるのかで決定されます。子供がいない場合
は、目下と置き換えてください。子供は、あなたとは全く独立した意志をもった魂を
持っていることを最初に知らなければなりません。子供の命は、親のものではなく、
子供のものです。親がすべき役割は、子供の適性を発見し、それを伸ばしていく環境
を提供することです。あなたがもっとも注意すべき点は、子供を管理しすぎないこと
(著作)
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あなたの前世と現世はどういう関係があるか
NOTE 1983/10/7
です。どんなに子供の将来を思ってのことだとしても、自分で考え自分で決断すると
いう、自由な意志を育ててあげることで、子供はしっかりとした優しい人間に育って
いくはずです。そういう子供を育てることができれば、来世つまり、あなたが生まれ
変わってきたときは、光の魂を持って生まれてくるはずです。

(著作)
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あなたが運をつかむ時 運を逃がす時予知する
NOTE 1983/10/7
■もともと、あなたはどういう運勢傾向があるのか？
【戊】
あなたの運勢傾向を知るには、あなたの生まれ持った性格を知ることが先です。な
ぜなら、運勢は性格から作られるものだからです。あなたが生まれ持った性格は、人
間関係をとても大切にするはずだということです。つまり、人と人との間の信頼を何
よりも強く求めるので、一度交わした約束は最後まで守り通す、一本筋の通った生き
方を理想としていく人なのです。そして、年を経るにつれて、人脈に広がりと深さが
増し、何かあったときの「頼みの綱」といった存在になっていく運勢傾向がありま
す。また、ここでいう性格とは、天（精神）の性格であり、地（習慣）の性格ではな
いことに注意してください。

■あなたが運を逃がすとしたらどういうときか？
【戊】
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。

■あなたが運をつかむとしたらどういうときか？
【戊】
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。天（精神）の性格から発想するとネガティ
ブなことはなにもないのですから。

■持って生まれた運勢以上の運をつかむことはできるのか？
【戊】
生まれながらにして天から授けられた運をつかむための説明をしてきましたが、そ
の段階の幸せをつかんだあとは、もっと次元の高い幸せをつかまないとなりません。
そのためには、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。習得の方法は一つです。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。一度しかない人生ですから、もって生まれた運程度の幸せ
で満足せず、それ以上を目指していきましょう。

(著作)
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あなたの人生を開花させるための物語り
NOTE 1983/10/7
■あなたの行動パターンの長所と短所
【冠帯】
あなたは、見た目も行動もスマートで、都会的なセンスが人目を引きます。このス
マートさがあなたの長所です。いくつになっても若々しく、世の中の動きに遅れをと
らないように、生活環境を良くしていこうと努力する特徴があります。しかし、なり
ふりかまわず身体を動かして働かざるをえない環境では、世間体を気にする欠点が浮
き出てきます。つまり、体裁の悪い汗まみれの仕事から逃れようと、自分にも他人に
も苦しい言い訳を用意しなければならず、見栄を張って信頼を失うことがあるようで
す。

■人生がうまくいかないとき、どの部分をどのように変えれば転換できるのか？
【冠帯】
人生がうまくいかないときは、自分の性格の欠点が原因であると自覚することが重
要です。そしてメンツにやたらとこだわってしまう気位の高い自分を捨て、裏方で汗
水流す仕事も引き受けてみることです。いつも他人に先駆け、都会的なライフスタイ
ルを送っていますが、旬が過ぎるとすぐに廃れてしまう虚しいものを追いかけるより
も、自分の精神性を高めることです。具体的には自分が所属するグループで、最も清
貧で宗教的と思われる人に従属して学習を重ねるといいでしょう。その人の思考を吸
収して、徐々に成熟した大人へと変化していくはずです。

■あなたの天賦の才能が刺激され、能力が開花するとしたら、どんなときか？
【傷官】
あなたは、細かい分析力を生かして、自分の持ち味を発揮したいという強い気持ち
があります。たとえば、技術を活かせる仕事、広告や通信、文筆業などの、自分の才
能を存分に発揮できる職業に魅力を感じる人が多いようです。そういう自分のこだわ
りを発見できた瞬間が、あなたの能力の開花する時です。自分のセンスを発揮できな
い環境では、転職を繰り返すかもしれませんが、妥協しないで自分の感覚を信じるこ
とです。組織に縛られず、自分のこだわりに磨きをかける道にこそ、あなたの能力の
源があるのですから。

■調子に乗ってきた人生を、さらに上昇運にのせるためには？
【傷官】
あなたが上昇運に乗って、良いリズムで人生を歩んでいると、本気であなたのこと
を心配してくれる友人は徐々に少なくなってくることでしょう。しかし、あなたが物
覚えの悪い人を、ダメ人間と決め付けてしまった場合、あるいは、自分だけが正しい
と勘違いしてしまった場合、それまで隠れていた課題が明確になってくるでしょう。
そんな曲がり角には、話を聞いてくれる人がパートナーとして必要です。上昇運にあ
るときこそ、一緒にお酒を飲んであなたの愚痴にとことん付き合ってくれるパート
ナーを今から求めるべきなのです。

(著作)

TEL 0156-67-2742

あなたは良い男性と出会える自信がありますか？
NOTE 1983/10/7
過去を振り返り、男性とつきあってみても、最初は『安心感』『安堵感』を得られ
るにもかかわらず、しばらくすると、『不安』になったり、『怒り』がわいてきた
り、他の人にやさしくできなくなったりという経験をしたことはないでしょうか？
あなた自身はもっと、自信をもって生きていきたい、前向きに生きていきたい、生涯
のパートナーとなりうる男性と出会いたいという欲求があるにもかかわらず、出会う
男性は、なぜかそうではない。実は、そういうダメ男を引き寄せているのはあなた自
身なのです。あなたの持っている波動と合う男性と出会っているはずです。ですか
ら、出会いがないと悩む前に、自分の内面をよくよく見つめなおすことで、男性運も
変化してきます。それでは、あなたの内面を診断し、あなたにとって、良い男性とは
どんな人なのかを占っていきます。
■あなたが知らず知らずのうちに惹かれやすいダメ男とは？
【戊】
恋愛でハラハラするのは苦手、間違いのない人と一緒にいたい、と思っているあな
た。そんなあなたが心惹かれる男性は、派手な活躍はないものの、礼儀正しく、縁の
下の力持ちで周囲から尊敬される男性。あなたは世間から認められている男性なら、
確実に楽しい恋愛ができる人だろう、と思っているのでしょう。ところが、彼はどん
なに好きな恋人に対しても他人行儀です。「自分の心の奥を見せたくない」という思
いがあり、本音を語れないのです。あなたは本当に愛されているのかという最悪の不
安を抱えてしまうでしょう。あなたの言う「実力のある男性」は実は、得体の知れな
いダメ男の可能性があるのです。

■良い男性と出会うには、どうしたら良いか？
【傷官】
大好きな人のことだけを見つめて、真心から一生懸命に愛するというあなたの恋愛
スタイルは、男性から見れば可愛い女性としてとても好かれるものです。でも、あな
たの場合は少し行き過ぎの傾向があります。大好きな人を独占したい気持ちは誰にで
もありますが、浮気が心配で、毎日彼の携帯をこっそりチェックするなんてもっての
ほか。時には無条件で信頼してあげるのも大人の女性のやり方です。気になる男性に
対しては聞き役になるといいでしょう。打ち解けて過去の心の傷跡を話し始めた時が
告白のチャンスです。

■どんな男性となら、発展的な関係になれるのか？
【戊】
あなたと発展的な関係になれるのは、あなたの一本スジを通した生き方、裏表なく
人と付き合う誠実さに最高の価値を見出す男性です。彼はあなたの容姿よりも、生き
方そのものを素晴らしいと思っていますから、いつでもあなたを見守ってくれます。
もし彼があなたを引き止めるとすれば、あなたが伝統を軽く見たり、男性よりも主導
権を持とうとした時です。彼の理想像は男性を立てて、女性は後ろをついてくる、と
いうスタイルだからです。それをあなたが理解できるなら彼はあなたを生涯のパート
ナーとして迎えてくれるに違いありません。

■良い男性と出会える自信がありますか？
【食神・傷官】
さて、ここまで、あなたにとって、「ダメ男」とは、どんな人なのか？「イイ男」
とはどんな人なのかを占ってきました。ここから先は、最終的にあなたが、選んだ、
良い男性と出会える自信が「ある」「ない」について、その判断がどうなのかを、
(著作)

TEL 0156-67-2742

あなたは良い男性と出会える自信がありますか？
NOTE 1983/10/7
占っていきましょう。あなたは、良い男性と出会える自信があるともないともわから
ないという選択しました。もともと、人と人とが触れあうことで楽しみを感じる、あ
なたには、ふさわしくない結論です。迷いをふっきるためには、二つの効果的な方法
があります。一つめは、あなたの作った手料理を誰かに食べてもらうことです。二つ
めは、あなたが悩んでいるときに、お酒につきあってくれる異性を探すことです。自
分は誰かに必要とされているという自信がついてくると、あなた自身の態度も明確に
なるはずです。

■良い男性との出会いがあったら、注意すべき点
【傷官】
良い男性との出会いがあったあと、注意すべきことが一つだけあります。それは、
細かいところまで相手の言動をチェックしてしまうことです。もうちょっと言えば、
精神的にはあなたよりも男性のほうが幼いことが多いという前提を忘れてしまうこと
です。どんなに寛容な男性でも、束縛されすぎると自由を与えてくれる女性のところ
に逃げていってしまうことを覚えておいてください。

(著作)

TEL 0156-67-2742

進化段階の測定結果
1983/10/7 01:00-03:00

NOTE様
［十干：精神］ 8点／8点

感受性が豊かで自分が信じる人のために全てを投げ打って尽くすことができる。

［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。

癸

戊

辛:傷官

癸:正財

丑

辰

酉

亥

養

冠帯

死

絶

［十二運星：行動］ 4点／4点
スマートな態度で品がよく、無駄なく一流の仕事を進めていく。

［十二支：本能］ 2点／2点
失敗しても恐れずに夢に向かってどんどん人生を開拓していく勇気がある。

■宿曜[人格]：房宿

8点／8点

物覚えがよく話術が巧みで、一流の品物を好み、進んで時代の最先端を歩む。

進化段階の点数

合計点数 30 点／30点満点

進化段階の点数が低い場合は、個性の欠点だけがでやすくなります。
進化段階の点数が中程度の場合は、個性の欠点を克服しつつあり長所も出ます。
進化段階の点数が高い場合は、個性の欠点を克服完了し、長所が十分に出ます。
メモ
それぞれの星の未成熟、成長中、成熟の三段階の象意を解説します。
戊-未成熟 人の話しを理論的に理解できず、頑固に自分の感覚で理解した範囲だけでやろうとする。
戊-成長中 その場の雰囲気を読み、相手に自分を合わせていき全体を和合させていくのが得意。
戊-成熟 感受性が豊かで自分が信じる人のために全てを投げ打って尽くすことができる。
辰-未成熟 人からの評価が気になり、自分と人を比較して優れていると安心する。
辰-成長中 周囲の反対を無視して自分のやりたいようにやっていく破壊性がある。
辰-成熟 失敗しても恐れずに夢に向かってどんどん人生を開拓していく勇気がある。
食傷と財-未成熟 言うことは立派で素晴らしいことを言うが、実績はそれほどでもない。
食傷と財-成長中 人よりも目立ちたいという欲求が動機となって、ビジネスを展開していく。
食傷と財-成熟 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。
冠帯-未成熟 見栄っ張りでカッコをつけたいので、できないとは言いたくない。
冠帯-成長中 身だしなみが良く、地味な仕事には関心を持たず派手な仕事に関心がいく。
冠帯-成熟 スマートな態度で品がよく、無駄なく一流の仕事を進めていく。
房宿-未成熟 派手好きで、人目を引くが、外見ばかりで中身がともなわない。
房宿-成長中 ワンマンでワガママな面はあるが、自分の好きなことには、徹底して頑張る。
房宿-成熟 物覚えがよく話術が巧みで、一流の品物を好み、進んで時代の最先端を歩む。

(著作)

TEL 0156-67-2742

宿曜経 鑑定書
NOTE 様
1983年10月7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

■月が教えるあなたのカルマ
あなたは、華やかなものを追い求めて生きていくといった、カルマを背負って生まれてきています。何をするにも、豪華絢爛な世界に身
を置いていないと面白くありません。一流のものだけを好み、それ以外には目もくれず、たとえお金が無かったとしても、借金をしてでも
栄華を求めて、外見を飾ろうとします。しかし、大きな舞台に立たせれば、輝く華やかさは天性のものがあります。自分の年収の５倍ぐら
いあるような、豪勢な生活様式を、いかに獲得してゆくか、これがあなたに与えられたカルマです。
■カルマを活用する生き方とは
あなたは、あくせくと汗水流して働くよりも、社会的地位のある人から、いかに、引き立てをしてもらえるかを考えていますので、他人に
は、要領のいい人だと、思われているかもしれません。ですから、お金と品物に関心を持ちすぎだと非難されることも多いでしょうが、そ
ういう自分に自身を持っていいのです。地道に努力する事が最高だと思っている人、要領の悪い人、と無理に調和しようとしてもかえっ
てあなたはダメになってします。いかに、一流の品物に囲まれた生活と、高い身分を手に入れるか、これがあなたに与えられた人生哲
学であるべきなのです。
■カルマを越えるために必要なパートナーとは
あなたの欠点は、人・金・物、すべてを、自分の見栄を満足させるための、手段、道具として、使ってしまい、信用を失いがちなところで
す。ですから、着飾ることに興味がなく、お金や栄誉に執着が薄く、自分の趣味を追求し続けているような人が、仕事上のパートナーと
して最適です。いっぽうで、華やかな生活を求めるあまり、人の気持ちを無視しがちですから、一緒にいるだけで楽しい気分になったり、
人の心をつかむのが上手な人が、魂のふれあいパートナーとして必要です。また、宗教的な悟りを説いて回っているような人、理想主
義をかかげるような人とは、お互いを傷つけあうので、同性、異性を問わず、あなたをダメにします。

(著作)

TEL 0156-67-2742

宿曜経 鑑定書
NOTE 様
1983年10月7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

＜自分を過信しないように…＞
あなたはお金に対して強運がある人です。自分に対し自信もある人なので謙虚にならないとせっかくの強運も逃げて行ってしまいます。
■宿命と性質
＜素直に自分を表現する事も必要＞
あなたは幼い頃から「いい子」で育って来た為に社会人になっても常に「エリート」でいないと気がすみません。大胆で豪快な所があるあ
なたは、幸運を掴むのも早いはずです。もって生まれた徳を生かして有力者の力添えを受ける事もできるはずです。損な事と得な事を
キャッチできるあなたはいつのまにか自信が着き過ぎて傲慢な考え方を持ってしまうかもしれません。しかし、くれぐれも自信過剰になら
ぬように謙虚な姿勢が必要です。人を馬鹿にしたり、腹の中で人を笑ったりしてしまったらいずれあなたが人に同じ事をされるようになっ
てしまいます。世の中は、何事も自分の思う通りには行きませんから気を付けて下さい。他人が嫌な事は自分も嫌な事として受け止め
る寛容な心を持ちましょう。
■健康
＜肩肘はらずにリラックス＞
いつもどこかで傷つけられるのを恐れているあなたの内面はとてもデリケートです。人に内面を見られないように逆に人を傷付けてしい
やすいあなたはもっとリラックスして素直になっていきましょう。豪快に見えますが内面は傷つきやすく弱いのです。そのためにお酒に溺
れてしまう傾向がありますから飲み過ぎには十分気を付けましょう。仲の良い友達を作って信頼関係を深めて行くのも良いでしょう。
■職業
＜豪快さを生かしましょう＞
あなたは人の引き立てにより良い職業に就ける運があります。選り好みをしていたら良い話も逃げてしまいますから、良い話が来たら
率直に受けてみるのも良いと思います。レストランや飲食関係の経営やサービース業の経営に向いています。
■相性と結婚
＜相手に対しての思いやりを持ちましょう＞
あなたは大変理想が高く面食いです。早く結婚する事で運は開くのですが、選り好みばかりしすぎてせっかくの婚期も逃しがちになって
しまいます。また、あなたの運が強すぎて相手を負かしてしまう事もありますから相手を選ぶのにも十分配慮が必要です。あなたには芯
が強く思いやりがある人が良いでしょう。お互いを認め合えるような関係を大切にして下さい。
■業界の著名人
水戸 光国・吉田 松陰・伊藤 博文・東郷 平八郎
明石家 さんま・さだ まさし・沢口 靖子・田島 令子・王 貞治・双葉山・永 六輔・木下 恵介・辰巳 柳太郎・淡路 千景・鹿賀 丈史・つか こ
うへい・金田 正一・村山 実・原田 知世・森 英恵・川久 保玲・

(著作)

TEL 0156-67-2742

九星気学鑑定書
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【本命星の概要（主運といい、中年期以降に作用します）】
八白土星年の生まれの人は、季節でいうと冬で厳しい寒さが残っています。時間は真夜中が過ぎ
て朝に向かう時で、活動前の動きがない時です。陰陽の変化の星です。
■長所
何があっても慌てて動くということはなく、じっくりと様子を見ながら対応していく重々しさがあります。
軽々しく行動することもないので、周囲の人からの信頼を得て、頼りにされることも多いタイプです。
■短所
少し動いて行動した方が良いという場面でも、自分が納得しないと動かず頑固に拒む場合がありま
す。あまりにも、自分の考えに固執しないで、人の意見に耳を貸すと欠点を克服できます。
【月命星の概要(副運といい、若い時期に作用します）】
四緑木星月の生まれの人は、季節でいうと春から夏に変わる陽気な時期です。時間は太陽の光
が優しい午前中で木の気が旺じており、さわやかさと優しさを感じることができます。飛龍天にありの
星です。
■長所
さわやかな風のように、どんな場面に境遇しても、どんな難しい人に出会っても、その場を和らげ、
雰囲気を良くするような性格です。つまり、交際が上手ですので、人と頻繁に接触することで長所が
生かされます。
■短所
人と調子をあわせるのが得意ですが、その分自分の信念や主体性を主張することが不得意です。
あまりにも、人から嫌われないように振る舞うと八方美人と受け止められてかえって信頼を失うことも
ありそうです。自分の信念を持つことが欠点克服のカギです。
【傾斜法概要(特異性をみます）】
九紫火星は、火の知恵と情熱であり、見た目は大変派手なことを好み、物質欲よりも周囲からの評
価や地位や名声を気にするタイプです。つまり、精神的な面での活躍を評価されることが嬉しい性
格です。一時に、燃え上がって活動したかと思えば、急に冷めてしまって途中で物事を投げ出した
りすることもあります。
■社会面
職位や他人からの評価を気にし、そして虚栄心を満足させようと体裁を何よりも重要視します。お
金がなくても、貧しい身なりでは我慢ができませんし、内容よりも結果を気にします。勝気で、斬新な
アイデアを出し、自分が負けることを恥じと思い、必要以上に敏感で、失敗してもなかなか非を認め
ることはしません。実力以上のことをしなければ、それなりに大成します。
■異性面
異性から注目され、脚光を浴びたいという欲望が強く、異性関係はうわさが絶えない場合がありま
す。派手な付き合いを好みますが、変わり身が早く、とことんまで１人の異性に惚れこんで熱中する
ということが少ない。その反面、異性に振られたりすると自尊心が傷つけられて、大騒ぎをすることが
あります。

【2016年度の同会法による運勢】
■ニ黒土星が回座
暑い猛暑から涼しい秋に変化する時のように、人生に実りと喜びに向けた変化が現われる時で
す。まだ派手に行動し、自分をアピールし、実りを焦って獲得しようとしてはいけません。今までの蓄
積や苦労を整理し、これから討って出る準備をする時です。周囲の人にも、そういった自分の行動を
漏らさず、もくもくと慎重にやっていく時です。
この年は暗剣殺も同居していますので、思わぬ事故や災難に注意。
【10月度の同会法による運勢】
■一白水星が回座
真冬の海のように暗くて、冷たくて孤独な立場です。誰からも自分の本心が理解されないまま、誤
解され、不当な扱いを受け、とにかく忍耐が要求される時です。孤独になりやすいので、その欲求を
異性に求めやすく、それが色情のトラブルに発展することもあります。じっと耐えて、春に備えて実力
と運を待つそういう時です。この時期に動き回ると、ますますどん底にいく可能性があります。
さらに、七赤金星が年盤と月盤で同会していますからお祝い事、女性問題、暴飲暴食、お金、に
関することが起こりやすくなります。
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NOTE 様
【 天源占星術鑑定文章 】
●天源占星術とは、生れた日から２６５日前の干支で性格を判断する占星術です。
●２６５日前は、受精卵に神様が霊を与える瞬間の時だとされています。
●徳川家康の最高軍師であった天海大僧上が発明し、家康の天下取りに使用されました。
●未熟児や早産などの場合は、当たりにくい場合があります。

■年干支は大性と呼ばれ、天性の素質や遺伝を見ます。
干支：壬戌
○常に物事の真理・道理を探求しどこまでもその奥義を悟る研究に熱心です。
○何事においても、我慢強く意地が強く強情とも思えるほど我が道を行きます。
○相手が、自分の意志にそぐわない場合は、どこまでも反抗的に立ち向かいます。
○しかし相手が折れた場合には、寛大な姿勢でもって相手を理解し同調しようとします。
○また自分が気に入った相手に対しては、自分を犠牲にしてまでも尽くす傾向があります。
■月干支は中性と呼ばれ、中年期における素質や才能を見ます。
干支：癸丑
○何事につけても強情で頑固で自分の考えで押し切ろうとします。
○一方で行動面においては、保守的で堅実な姿勢のため、しきたりにとらわれます。
○しかし正直で誠実・勤勉なため自分を理解してくれる人からは信用があります。
○非常に質素でしかも清潔感のある人なので不正を極端に嫌います。
○そのため欲望に走って身を誤ることはありませんが、堅すぎることが欠点です。
○何事も徹底してやらなければすまない心情と、伝統を尊ぶ堅実さがあります。
■日干支は小性と呼ばれ、初年期から青年期における素質や才能を見ます。
干支：癸卯
○精神面では、貫徹・順応性・強情といった要素がありますが、チャンスを捕まえるのが上手です。
○行動面では、調和を好み、環境に適応し仁愛があってどんな人をも包容する徳があります。
○一見悠然としていて、自分には何の関心もないような振りをしていますが実際は違います。
○円満に人を納得させうる柔軟で知的な行動をしながら、要領よく自己を実現していきます。
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