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あなたの宿命の２７宿分類

宮崎あおい 様 1985年11月30日生まれ

●犠牲的で奉仕的

▲取越苦労・悲観的

【けた外れの善人か悪人で一匹狼のタイプで気性が激しい。】

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

■２７通りの宿命の中からあなたの宿命を説明します。

＜善にも悪にも強い一匹狼＞

人の心をつかむ事の上手なあなたは、もって生まれた強運を周りの人のため

に使う事でより良い強運が自分にも回ってきます。

■宿命と性質

＜自分の為に周りの人に尽くしましょう＞

強運の持ち主で、性格は剛情で気性が激しい人です。人に尽くして仲良くし

たいという気持ちもありますが、基本的には一匹狼的な行動を取りやすい宿

命です。この強運を良きにせよ、悪しきにせよ使い方によっては大変な事に

もなりかねません。自分の夢や野望に対してまっしぐらに進み、それを妨害

された時には感情をむきだし爆発してしまう事もあるでしょう。そんな傲慢

で自信家のあなたですから人にもなかなか理解されない事も多くあるはずで

す。気性の激しさを上手にコントロールして行ったならば、夢は実現に向け

進んで行くはずです。周りの人に尽くし思いやりをもっていくなら元々ある

強運ゆえに素晴らしい人生となるでしょう。恥ずかしがらずにもっと素直に

自分を表現してみたら…。

■健康

＜スポーツマンらしい体力作りをしましょう＞

あまり体力に自信のないあなたですが、運動神経は良い方なのでスポーツな

どをして日頃から体力を維持していきましょう。仕事を始めると熱中しすぎ

てしまうために、体を十分癒す時間が必要でしょう。カッカしすぎて血圧を

あげたりしないように気をつけましょう。

■職業

＜個性と才能を生かしてまっしぐらに進みましょう＞



とても強い個性を持つあなたは、異端的でもあり、自分なりの世界に生きて

しまうことが多く他の人と交わって仕事をする事を好みません。そんなあな

たには、芸術、芸能関係、医者、講師、などが向いているでしょう。一緒に

仕事をして行くとしたら約束を守る人や完璧に物事をこなしてくれる人がよ

いでしょう。

■相性と結婚

いつも相手に対して感謝の気持ちを忘れないで接すれば、深い愛で良い家庭

を築くことができるでしょう。感情表現がとても優れていて、ロマンチスト

なあなたはその優しさで相手にも良い印象を与えるため、結婚しても幸せに

なれます。女性は頭も良く、仕事も出来るため、結婚しても仕事をしていき

たがるでしょう。男性は女房の尻にしかれるタイプが多いかもしれません。

まじめで繊細な気配りが出来る相手が良いでしょう。

■業界の著名人

川端 康成・石川 啄木・永井 路子・村上 春樹・斉藤 由貴・手塚 治虫・山

下 泰裕・正木 ひろし・戸田 城聖・藤原 新也・仲代 達也・高島 忠夫・若

尾 文子・井上 陽水・田中 裕子・原田 美枝子・石田 えり・梅宮 辰夫・根

津 甚八・そのまんま 東

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



あなたの本質

宮崎あおい 様 1985年11月30日生まれ

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

■あなたの潜在的な社会的能力、ビジネス能力を診断します。

ビジネスや会社組織、そして社会生活全般において大変規律正しく、しっかりと姿勢を

正して物事を考え行動する能力があります。自分の地位や立場、さらには会社の肩書きな

どを上手に使うことによって物事の交渉を行います。時にはハッタリも得意ですが、ハッ

タリがウソにならないよううまくやる能力があります。従って大きな企業や組織など規律

を求められる環境の中では能力を発揮することができますが、周囲の反対を押し切って独

自の力で新しいビジネスを立ち上げるタイプではありません。

一方で、見栄っ張りで世間体ばかりを気にしたり、自分の立場や権力を振りかざすために

周囲から敬遠されることもあります。

身のこなしがどことなくぎくしゃくした、堅い感じを受ける人です。ただ、態度は活発

でで、人の意表をつく大胆さを持っています。表と裏に、正反対の性格を持ち、その隠さ

れた面が出て人をびっくりさせるのが特徴です。本来、淡白で素直、飾り気がなく安心し

て付き合える人柄です。

しかし、黒白をはっきりさせる性格なので、言うべき事はしっかり言います。耳の痛い

事でも忠告してくれる良い友人になりうる人でしょう。ただ、警戒心が強いので他人には

めったに自分の心をのぞかせません。そのため、自尊心が高くプライドを傷つけられると

激しく怒ります。また、面倒見の良いアネゴ肌でもあるので、友達のプライドが傷つけら

れても、自分の事のように怒ります。度量が大きいというのか、計算高い割にはあきらめ

の早い点もありますが、日常は計画性があり、利害や駆け引きにかなり敏感に反応する方

です。体調にはムラがありますが、おしゃべりでエネルギッシュ、あれこれ動き回ってし

まう生活力のある女性です。ただ、直感が働くのに目先の事にとらわたり、手を広げすぎ

たりする傾向がありますから、注意が必要です。

あなたが好む男性のタイプは、知的な聡明さと落ち着きを持っていて、優しくいろいろ

な相談に乗ってくれる人です。ただ、アネゴ肌の魅力で年下の男性に好意を持たれる事が

多いでしょう。なかなか、本心は出しませんが単調なリズムでつきあっていると飽きてし

まいます。いったん決めると全てを捨てて恋愛中心の生活になってしまうタイプです。た

だ、家庭を持つと落ち着くでしょう。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



生涯のバイオリズム（陰陽五行エネルギー）

宮崎あおい 様 1985年11月30日生まれ

■本ソフトウエアのバイオリズムとは、陰陽五行のエネルギーの強弱という意味があります。
陰陽五行とは、万物全てが 木性->火性->土性->金性->水性 という五つの気から構成されそ
の気の流れが、宇宙の気であるというものです。例えば、「木」が燃えて「火」となり、灰
が固まって「土」となり、土が固まって鉱物の「金」となり、金が冷えると「水」を生じる
というう順番でエネルギーが流れていきます。また 「木」は金属の「金」によって切り倒さ
れてしまい、「木」の根は固まった「土」を開墾するといった作用もあり、これらはお互い
に戦うエネルギーの関係です。
以上のような関係からエネルギーの強弱をグラフ化したものが上図のようになりますが、こ
れがそのまま人生の「吉凶」に該当するわけではありません。例えば、「木」が「金」に出
会って切り倒される関係の時、当然エネルギーの強さは弱くなりますが、「木」は切り倒さ
れて木材となり人間の役に立ちますので、出世の時、仕事運が良い時期となるわけです。
しかし当然仕事を懸命に行うということは、自分の骨身を削っての苦労が伴いますのでエネ
ルギー的には弱くなるわけです。
またエネルギーの強さが強いという時期は、「木」と「木」が出会い、森を形成するといっ
た意味になりますので、仲間ができエネルギーが強くなりますが、その分傲慢になり他人を
傷付け大きな失敗を犯す可能性もあるわけですから、単純に吉と判断してはいけません。

■大きなバイオリズム
バイオリズムは１０年毎に変化する大きなバイオリズムが７０％、毎年のバイオリズムが
３０％を占めますので、そういった観点からグラフを参照してください。
3才-12才 出世 仕事から鞭打たれて働く星で、品行方正で几帳面
13才-22才 権力 権利、地位、などから鞭打たれて働く星でワイルド
23才-32才 学習 学問、理性、沈着冷静の星
33才-42才 知恵 副業、芸能、宗教の星
43才-52才 闘争 闘争精神が旺盛で妥協しない
53才-62才 独立 自主独立、仲間の星
63才-72才 焦燥 男性は上司とトラブル、女性は夫とトラブル
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50

45

40

35

30

25

20

15



2009年5月のバイオリズム

宮崎あおい 様 1985年11月30日生まれ

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

権力

バイオリズムの観点からは、自分が生まれた日の宇宙の気と、まったく逆の性質の気

が充満する時期です。つまり、自分の持っている気に戦いを挑む気が充満する時期で

すので、バイオリズム的には弱くなりますが、仕事やビジネス面ではチャンスの時期で

す。そして、とにかく異動、動きが多くなります。出世争い、新しい事業に取り掛かかれ

る運勢があります。今までの方針を変えて、転勤、転職、新築、といった色々なことが起

こりやすい時期で外に目がいきます。

これまで気にならなかった色々なことが耐え難く感じられ、いつもと違った自分に憧れ

たり、周囲との関係で対立や摩擦を生んだりします。従って家庭をかえりみないで、攻

撃的になります。女性は男性と出会う時期ですが、不倫はタブーです。結婚を考えてい

るのであれば、その決着をつける時でもあります。
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2009年6月のバイオリズム

宮崎あおい 様 1985年11月30日生まれ

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

学習

バイオリズムの観点からは、自分が生まれた日の宇宙の気を、支えてくれる気が充満

する時期です。つまり、自分の持っている気を充電する気が充満するので、バイオリズ

ム的には強くなりますがまだ動く時期ではありません。今までスッキリしなかった頭脳が

明晰になり、迷いがなくなり霧が晴れ、心身ともに明るい時期です。しかし新しい事業、

新しい財を生み出すというよりも、じっくりと将来に向けて準備を開始する時期です。

何事も吸収し、学ぶという姿勢を大切にして努力しましょう。その姿勢は周囲から尊敬

され、努力はやがて社会的に認められ報われます。ただ、今までの自分のあり方や仕

事の進め方、人との接し方を振り返って大いに反省し、改めるべきところは改めて、自

己の成長につなげて欲しいものです。今まで努力した来た事があれば、それが社会的

に認められ、周囲から尊敬される時期でもあります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10

9

8

7

6

5

4

3



あなたの健康管理と5月の開運暦

宮崎あおい 様 1985年11月30日生まれ

2009年5月の１カ月間の開運暦表

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

■1日の基本の運気と風水暦
棟上げ、家屋その他の修繕、地鎮祭、用水路の工事など物事の事始めの行事は凶。この日
は混沌とした悪日です。物事に間違いが多く、遂に他人と争いを生じる事があります。婚
礼すると争い事が出来、離縁となります。すべて交渉事がまとまらず、目上の人に逆らえ
ば損をすることがあります。衣服を新調したり、投資、大きな買物はしないほうが良いで
しょう。

■あなたの場合の開運暦
『栄えの日』
文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ
が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣
服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意
が必要です。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



■2日の基本の運気と風水暦

建て増し、高層建築の修繕、用水路の工事は吉。この日は良い出会い、良い結婚、良い就

職、良い指導、良い買物など色々と良い事がある日です。婚姻をすると家内和合して繁盛

する基礎を築くことになります。万事がうまく運び成就するので、決断して前進すべきで

す。しかし、みだりに他人の勧めに乗ってはいけません。災難にあうことがあります。

■あなたの場合の開運暦

『衰の日』

エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる

日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり

積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必

要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して

はいけません。

■3日の基本の運気と風水暦

葬式、建て増し、建築は凶。すべて安久の事をするのに吉。つまり物事をスタートする事

、例えば、種蒔き、旅行、衣類の新調、住宅の購入などを行うには吉の日です。しかしこ

の日は大悪日なので、強引に進むと万事が破壊され災難にあうことがあります。他人と争

いを生む日であるから、ひかえめにしている心がけが大切です。

■あなたの場合の開運暦

『安の日』

旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で

す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに

も良い日です。

■4日の基本の運気と風水暦

棟上げ、普請、婚礼、旅立ち、不動産の売買、地鎮祭、移転など物事の事始めの行事は吉

。この日は地所・建物等の売買を急いで行うと利益を得ます。しかし不意に勧められ油断

し、迷ってはいけません。そのようなことをすると思わぬ損失をこうむることがあるでし

ょう。遠く外国へ行き、芸事を学ぶのによい。葬礼をすると子孫長久の基となります。こ

の日は、北方に向かって行くと大凶です。

■あなたの場合の開運暦

『危の日』

とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ

を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや

商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。

財は出て行くことがあります。

■5日の基本の運気と風水暦

建築、地鎮祭など物事の事始めの行事を行うのは大変吉。築墓、修復などは、凶。この日

は万事積極的に進めるのによく、衣服の新調や大きな買物も良いでしょう。婚姻、祝い事

どれも成就する吉日です。また、家を造作すれば繁栄し、結婚すれば立派な子供を生むこ

とができます。しかし埋葬をすると禍が来るでしょう。

■あなたの場合の開運暦

『成の日』

物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな

ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結

ぶと言われています。

■6日の基本の運気と風水暦

修復、地鎮祭、棟上げは凶。この日は婚礼・結納の交換、動物を飼育すること、金銭を納

めるなどに吉。とくに金銭、結婚には大吉なので急いで行うとよろしい。しかし、造作、

移転、旅立ちには凶。

■あなたの場合の開運暦

『壊の日』

暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる

ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した

り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。

この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま

たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性

もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ

と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行

したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。

■7日の基本の運気と風水暦

土木工事、地鎮祭、棟上げなど物事の事始めの行事には大凶。しかしこの日は婚姻・入宅

・店開き、蔵建て、別宅、種蒔き、要害を築き出陣するのに大吉。何事も発展、発達する

という意味がこの日にはありますが、新規の事業を始めるのは悪いので、無理をしてはい

けません。大きな買物や衣服の新調は大凶。

■あなたの場合の開運暦

『友の日』

文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と

なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日

です。精神的にも実利面でも大吉です。

■8日の基本の運気と風水暦

家屋の修繕、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は棟上げ・造作、田園

を求め、新規の品を使い始め、また分居、旅行、理髪等には上吉なので、万事決断を行っ

て進行成就させるべきです。他人の助けを得ることができます。衣服の新調や大きな買物

には良いでしょう。ことに交わりを結び、婚姻・慶事に最もよろしい。

■あなたの場合の開運暦

『親の日』

文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日

となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく

日です。精神的にも実利面でも大吉です。

■9日の基本の運気と風水暦

建築、棟上げ、地鎮祭は凶。この日は公的な行事、神仏を祭る、公的事業、入宅・入部等

、身を治め巧徳を修めるのに吉です。みだりに財を出し、この日に返済するのはよくあり

ません。また造作、婚姻には大凶です。三日以内に災いをこうむります。その他、移転、

旅立ちなどすべて悪く、とくに埋葬すると死人が重なると理解しておくべきです。

■あなたの場合の開運暦
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残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『業の日』

業は文字どおり仕事の業を意味しており、やることなすこと全て吉となる日です。特に実

利を得たい商談やビジネス、投資に関してはどんどんと押しすすめても良い日です。

■10日の基本の運気と風水暦

棟上げ、地鎮祭、建築、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は薬を飲むのに

大吉。婚姻すれば立派な子が生まれ、造作すれば天恩を得ます。店開き、旅行なども吉。

掛け合い事・交渉事は必ず勝ちます。先んじると人を制し、後れれば人に制せられます。

しかし、衣服の新調や大きな買物には良くありません。

■あなたの場合の開運暦

残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『栄えの日』

文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ

が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣

服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意

が必要です。

■11日の基本の運気と風水暦

建築、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は掛け合い事、開店、普請な

どには大吉。何事も進めば有利になる日です。また衣類を裁てば愛敬を受け、手持ちの数

が結果的に増すことになります。だからエプロンでもよいから仕立てるべきです。埋葬す

ると大凶。三年以内に大難にあいます。

■あなたの場合の開運暦

残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『衰の日』

エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる

日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり

積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必

要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して

はいけません。

■12日の基本の運気と風水暦

地鎮祭、建築、棟上げなど物事の事始めの行事は吉。「墓」の修繕、埋葬は凶。この日は

平らで吉日です。なかでも車などの大きな買物、別棟の建造、井戸掘り、投資などよく、

衣類を裁つと財宝を招き、職を受け、安泰に月日を送れるといいます。また婚姻事、すべ

ての望み事が順調に進むので幸福になります。

■あなたの場合の開運暦

残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『安の日』

旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で

す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに

も良い日です。
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■13日の基本の運気と風水暦

この日は建築は非常に不利。しかしこの日は公事つまり、ライバルを除外し、組織の改革

、研修などをするのに限ってはみな吉です。もろもろの貴勝も事に供養するにはよろしい

。しかし、造作・引越し、店開きなどは火難があり、また婚礼をすれば幸いが変じて禍い

となる悪日です。口論、裁判、大きな商談などは、苦情があるので慎重にすべきです。ま

た競争の事は凶。衣服の新調は非常に凶で死ぬ者もいます。とくに埋葬は大凶です。

■あなたの場合の開運暦

残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『危の日』

とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ

を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや

商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。

財は出て行くことがあります。

■14日の基本の運気と風水暦

この日は建築、棟上げ、地鎮祭は大凶となり、これを犯すと後日大変に苦労をします。こ

の日はもろもろの急速に事をなすのにはよろしい。しかし大悪日ですからじっくりとなす

べきでない事は行動してはいけません。損失を受けるので人の世話事に立ち入ってはいけ

ません。しかし衣服を新調したり大きな買物は良いでしょう。

■あなたの場合の開運暦

残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『成の日』

物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな

ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや

く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結

ぶと言われています。

■15日の基本の運気と風水暦

公道・私道を問わず土木修繕工事、埋葬、棟上げ、地鎮祭、建築、墓の修繕は大凶。この

日は悪日で、万事豊かではありませんので、何事にも手を出してはいけません。婚礼すれ

ば子供は盗賊となります。また造作すると災難にあい、転売すれば大難にあう事がありま

す。子供が水厄にあう日だから注意せねばなりません。財を納めるのに吉で、財を出すの

に凶の日。

■あなたの場合の開運暦

『壊の日』

暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる

ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した

り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。

この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま

たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性

もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ

と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行

したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。

■16日の基本の運気と風水暦
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不動産の売買、神仏の安置、葬式、棟上げ、地鎮祭、井戸掘り、室内装飾及び設備の工事

、家屋の修繕は吉。この日は貴い吉日なので威厳のあること、正義の事柄をなすのによろ

しい。また剛猛な事も吉。地割れ・地ならし、移住、柱立て、婚姻、開店等も別して吉で

す。造作・畳替え、人の雇用も上吉。しかし衣類の新調には注意です。

■あなたの場合の開運暦

『友の日』

文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と

なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日

です。精神的にも実利面でも大吉です。

■17日の基本の運気と風水暦

埋葬、道路の修繕と舗装、家屋や田畑及び土地の売買、建築、棟上げ、地鎮祭は吉。この

日は大吉で、すべて善いことをするのによろしい。家を建て、造作すれば、家内繁盛し長

寿で憂いを除きます。また婚姻すれば孝行な子供を産むといいます。万事進んで勝利を得

る日なので、掛け合い事をするのによく、また衣服を縫えば多くの財貨を得る吉日です。

しかしこの日は南方に行くのは大凶です。

■あなたの場合の開運暦

『親の日』

文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日

となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく

日です。精神的にも実利面でも大吉です。

■18日の基本の運気と風水暦

建築及び増改築の計画をたてるには吉。この日は新規事業を始めるには非常に悪い日です

。したがって商談や競争などの掛け合い事はしない方が良く、人の世話で無理にやれば必

ず災いがあります。店開き、旅立ち、埋葬は大凶です。不時の損失が続くでしょう。しか

し衣の新調・新着、大きな買物や投資をすれば宝器を得ることができる吉日でもあります

。すべて和善の事、急速の事をするのによろしい。

■あなたの場合の開運暦

『胎の日』

胎は文字どおり母親の体内にいる状態を意味し、自分では身動きできない状態です。仕事

は忙しくなり振り回されるようになります。自分から発動するというよりも外部から色々

なことが自分に向かって発動される日となります。あまり自分から進んで物事を始める時

ではありません。

■19日の基本の運気と風水暦

煙突の火入れは吉。この日はきわめて平らな上吉日です。諸事望み通り急ぎ進んでよろし

い。ことに商談や競争なその掛け合い事は急がねば損をすることがあります。柱を立て、

門を開けば子孫繁盛し、造作すれば福を招き、婚姻すれば良い子を産む上吉の日です。衣

服を縫えば増加すると言われ、投資すれば成功します。

■あなたの場合の開運暦

『栄えの日』

文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ

が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣

服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意

が必要です。
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■20日の基本の運気と風水暦

埋葬、棟上げ、建築、地鎮祭は吉。この日は大悪日で、あまり動かない方が良いでしょう

。訴訟事・争いごとは負けます。家を建てれば火中に入るようで、万事に手を出してはい

けません。また衣を縫えば必ず衣類を滅じると言われ投資すれば損害を被る日です。しか

し政治家や企業の経営者が公事のために実力行使で改革を行うには吉です。

■あなたの場合の開運暦

『衰の日』

エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる

日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり

積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必

要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して

はいけません。

■21日の基本の運気と風水暦

神社参りや祝い事を行う日です。この日は大吉ですから、何事も進み、相談に加わり、決

断よく行えば吉。願望成就の日です。神事、祭礼、祈祷などを信心すると、ますます利益

があります。しかし人を埋葬すれば、死人重なり損耗が続きます。衣服の新調や大きな買

物、投資には大凶ですので新規事業の開始や家の増改築などは凶。

■あなたの場合の開運暦

『安の日』

旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で

す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに

も良い日です。

■22日の基本の運気と風水暦

植樹、埋葬、建築、棟上げ、地鎮祭、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は

大吉ですから、神を祈り、すべて柔和に対処し、順逆を守り、決断よく進むのがよろしい

。安久の事をするのにふさわしい和合を得る日です。田宅を買い、家の造作・移転など福

禄を増すことができます。しかし談判・争い事などは急がない方がよろしい。葬儀をこの

日に出せば子孫が永く久しく続き、この日に婚姻すると子や孫が出来、福寿を全うするこ

とができます。

■あなたの場合の開運暦

『危の日』

とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ

を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや

商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。

財は出て行くことがあります。

■23日の基本の運気と風水暦

築墓をすると、破財やひどい時には死人が出るなど大凶。地鎮祭、建築、棟上げ、不動産

の売買は、色々な災難を引き起こします。この日は大悪日ですから、何事もしてはいけま

せん。相談事が出てきて後悔することになります。したがって、金銭の取引をすれば財産

・宝物を失います。また病にかかれば長引き、大病となるでしょう。葬式を出すのも凶で

す。しかしこの日は、新居への移転、入学及び事業の開始、結婚式など物事のスタートを

するには吉日です。

■あなたの場合の開運暦
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『成の日』

物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな

ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや

く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結

ぶと言われています。

■24日の基本の運気と風水暦

造橋、家屋の修繕、建築、地鎮祭、棟上げ、道路の修繕など物事の事始めの行事は吉。こ

の日は投資、商談、販売、入学、開店、売買、その他契約事をまとめるのに吉。特に競争

して勝たなければならない裁判などの掛け合い事に勝てる日です。しかし、葬式を出すの

は凶。

■あなたの場合の開運暦

『壊の日』

暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる

ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した

り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。

この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま

たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性

もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ

と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行

したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。

■25日の基本の運気と風水暦

土地の売買、土の入替え、棟上げ、家屋の取引、橋の建造、道路の修繕は吉。この日は平

らかに吉日です。静かな行いをし、天を祭るのに吉。何事も成就します。無理をしてはい

けません。しかし衣服を新調すると離別し、また薬を飲むには凶。

■あなたの場合の開運暦

『友の日』

文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と

なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日

です。精神的にも実利面でも大吉です。

■26日の基本の運気と風水暦

鬼門日となり、棟上げ、地鎮祭、不動産の売買、縁談や商談や裁判などの掛け合い事は大

凶。しかし神事・祭礼・祈祷初め、人事の発表や新製品の発表会など公の行事を行うには

この日は大吉です。また衣類を新調したり、大きな買物には吉日。旅立ちは凶。家屋の造

作をすると、にわかに人命を損なうことがあるでしょう。

■あなたの場合の開運暦

『親の日』

文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日

となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく

日です。精神的にも実利面でも大吉です。

■27日の基本の運気と風水暦

棟上げ、家屋及び土地の売買、地鎮祭など物事の事始めの行事などは凶。この日は大悪日

ですから、剛猛をなし、反対する一派を伐ち、悪を除くなど過激な行いをするのには吉。

大きな買物や衣服の新調にはしないほうが良いでしょう。また埋葬は凶。また口舌事や心
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配事をかもす日ですから新規の新規の事業に関係してはいけません。いろいろな事を勧め

に来る人がいますから、注意が必要です。しかし、結納を交わし、新居に移り、旅行をす

るには吉。

■あなたの場合の開運暦

『命宿の日』

自分の宿命と同じ星の日です。良きにつけ悪しきにつけ自分の運命を左右する決定的な出

来事が起こるとしたらこの日です。結婚、生死、昇進などがあります。心情的には神経が

たかぶっていますので、慎重にものごとを決め、行動すべき日であって安易に物事を進め

る時ではありません。身辺の整理し、今までの事柄を片づけて新しい出発に準備する時で

す。

■28日の基本の運気と風水暦

棟上げ、家屋その他の修繕、地鎮祭、用水路の工事など物事の事始めの行事は凶。この日

は混沌とした悪日です。物事に間違いが多く、遂に他人と争いを生じる事があります。婚

礼すると争い事が出来、離縁となります。すべて交渉事がまとまらず、目上の人に逆らえ

ば損をすることがあります。衣服を新調したり、投資、大きな買物はしないほうが良いで

しょう。

■あなたの場合の開運暦

『栄えの日』

文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ

が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣

服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意

が必要です。

■29日の基本の運気と風水暦

建て増し、高層建築の修繕、用水路の工事は吉。この日は良い出会い、良い結婚、良い就

職、良い指導、良い買物など色々と良い事がある日です。婚姻をすると家内和合して繁盛

する基礎を築くことになります。万事がうまく運び成就するので、決断して前進すべきで

す。しかし、みだりに他人の勧めに乗ってはいけません。災難にあうことがあります。

■あなたの場合の開運暦

『衰の日』

エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる

日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり

積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必

要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して

はいけません。

■30日の基本の運気と風水暦

葬式、建て増し、建築は凶。すべて安久の事をするのに吉。つまり物事をスタートする事

、例えば、種蒔き、旅行、衣類の新調、住宅の購入などを行うには吉の日です。しかしこ

の日は大悪日なので、強引に進むと万事が破壊され災難にあうことがあります。他人と争

いを生む日であるから、ひかえめにしている心がけが大切です。

■あなたの場合の開運暦

『安の日』

旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で

す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに
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も良い日です。

■31日の基本の運気と風水暦

棟上げ、普請、婚礼、旅立ち、不動産の売買、地鎮祭、移転など物事の事始めの行事は吉

。この日は地所・建物等の売買を急いで行うと利益を得ます。しかし不意に勧められ油断

し、迷ってはいけません。そのようなことをすると思わぬ損失をこうむることがあるでし

ょう。遠く外国へ行き、芸事を学ぶのによい。葬礼をすると子孫長久の基となります。こ

の日は、北方に向かって行くと大凶です。

■あなたの場合の開運暦

『危の日』

とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ

を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや

商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。

財は出て行くことがあります。
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あなたの健康管理と6月の開運暦

宮崎あおい 様 1985年11月30日生まれ

2009年6月の１カ月間の開運暦表

■旬の食べ物
(1)あじ、いさき、あなご、たちうお、かんぱち、はも、黒だい、きす、あじ、お
ひょう、車えび、あゆ
(2)たまねぎ、じゃが芋、なす、さやえんどう、いんげん、青じそ、らっきょう、
うめ、びわ、露地いちご
(3)あじマリネ、あじ南蛮漬け、あゆ塩焼き、あゆ寿司、焼きなす、揚げなす
■健康管理
あせも・とびひ・水虫の時期ですので、顔や手足を清潔に保ちましょう。
食品・食器類・調理器具の衛生管理を心がけましょう。

■1日の基本の運気と風水暦
建築、地鎮祭など物事の事始めの行事を行うのは大変吉。築墓、修復などは、凶。この日
は万事積極的に進めるのによく、衣服の新調や大きな買物も良いでしょう。婚姻、祝い事
どれも成就する吉日です。また、家を造作すれば繁栄し、結婚すれば立派な子供を生むこ
とができます。しかし埋葬をすると禍が来るでしょう。

■あなたの場合の開運暦
『成の日』
物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな
ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや
く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結
ぶと言われています。
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■2日の基本の運気と風水暦

修復、地鎮祭、棟上げは凶。この日は婚礼・結納の交換、動物を飼育すること、金銭を納

めるなどに吉。とくに金銭、結婚には大吉なので急いで行うとよろしい。しかし、造作、

移転、旅立ちには凶。

■あなたの場合の開運暦

『壊の日』

暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる

ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した

り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。

この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま

たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性

もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ

と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行

したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。

■3日の基本の運気と風水暦

土木工事、地鎮祭、棟上げなど物事の事始めの行事には大凶。しかしこの日は婚姻・入宅

・店開き、蔵建て、別宅、種蒔き、要害を築き出陣するのに大吉。何事も発展、発達する

という意味がこの日にはありますが、新規の事業を始めるのは悪いので、無理をしてはい

けません。大きな買物や衣服の新調は大凶。

■あなたの場合の開運暦

『友の日』

文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と

なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日

です。精神的にも実利面でも大吉です。

■4日の基本の運気と風水暦

家屋の修繕、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は棟上げ・造作、田園

を求め、新規の品を使い始め、また分居、旅行、理髪等には上吉なので、万事決断を行っ

て進行成就させるべきです。他人の助けを得ることができます。衣服の新調や大きな買物

には良いでしょう。ことに交わりを結び、婚姻・慶事に最もよろしい。

■あなたの場合の開運暦

『親の日』

文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日

となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく

日です。精神的にも実利面でも大吉です。

■5日の基本の運気と風水暦

建築、棟上げ、地鎮祭は凶。この日は公的な行事、神仏を祭る、公的事業、入宅・入部等

、身を治め巧徳を修めるのに吉です。みだりに財を出し、この日に返済するのはよくあり

ません。また造作、婚姻には大凶です。三日以内に災いをこうむります。その他、移転、

旅立ちなどすべて悪く、とくに埋葬すると死人が重なると理解しておくべきです。

■あなたの場合の開運暦

残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『業の日』
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業は文字どおり仕事の業を意味しており、やることなすこと全て吉となる日です。特に実

利を得たい商談やビジネス、投資に関してはどんどんと押しすすめても良い日です。

■6日の基本の運気と風水暦

棟上げ、地鎮祭、建築、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は薬を飲むのに

大吉。婚姻すれば立派な子が生まれ、造作すれば天恩を得ます。店開き、旅行なども吉。

掛け合い事・交渉事は必ず勝ちます。先んじると人を制し、後れれば人に制せられます。

しかし、衣服の新調や大きな買物には良くありません。

■あなたの場合の開運暦

残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『栄えの日』

文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ

が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣

服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意

が必要です。

■7日の基本の運気と風水暦

建築、棟上げ、地鎮祭など物事の事始めの行事は吉。この日は掛け合い事、開店、普請な

どには大吉。何事も進めば有利になる日です。また衣類を裁てば愛敬を受け、手持ちの数

が結果的に増すことになります。だからエプロンでもよいから仕立てるべきです。埋葬す

ると大凶。三年以内に大難にあいます。

■あなたの場合の開運暦

残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『衰の日』

エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる

日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり

積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必

要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して

はいけません。

■8日の基本の運気と風水暦

地鎮祭、建築、棟上げなど物事の事始めの行事は吉。「墓」の修繕、埋葬は凶。この日は

平らで吉日です。なかでも車などの大きな買物、別棟の建造、井戸掘り、投資などよく、

衣類を裁つと財宝を招き、職を受け、安泰に月日を送れるといいます。また婚姻事、すべ

ての望み事が順調に進むので幸福になります。

■あなたの場合の開運暦

残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『安の日』

旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で

す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに

も良い日です。

■9日の基本の運気と風水暦

この日は建築は非常に不利。しかしこの日は公事つまり、ライバルを除外し、組織の改革
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、研修などをするのに限ってはみな吉です。もろもろの貴勝も事に供養するにはよろしい

。しかし、造作・引越し、店開きなどは火難があり、また婚礼をすれば幸いが変じて禍い

となる悪日です。口論、裁判、大きな商談などは、苦情があるので慎重にすべきです。ま

た競争の事は凶。衣服の新調は非常に凶で死ぬ者もいます。とくに埋葬は大凶です。

■あなたの場合の開運暦

残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『危の日』

とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ

を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや

商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。

財は出て行くことがあります。

■10日の基本の運気と風水暦

この日は建築、棟上げ、地鎮祭は大凶となり、これを犯すと後日大変に苦労をします。こ

の日はもろもろの急速に事をなすのにはよろしい。しかし大悪日ですからじっくりとなす

べきでない事は行動してはいけません。損失を受けるので人の世話事に立ち入ってはいけ

ません。しかし衣服を新調したり大きな買物は良いでしょう。

■あなたの場合の開運暦

残念ながら暗黒日に該当している日です。従って次に説明する内容の良さがでにくく悪さ

は大きくでる日となります。

『成の日』

物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな

ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや

く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結

ぶと言われています。

■11日の基本の運気と風水暦

公道・私道を問わず土木修繕工事、埋葬、棟上げ、地鎮祭、建築、墓の修繕は大凶。この

日は悪日で、万事豊かではありませんので、何事にも手を出してはいけません。婚礼すれ

ば子供は盗賊となります。また造作すると災難にあい、転売すれば大難にあう事がありま

す。子供が水厄にあう日だから注意せねばなりません。財を納めるのに吉で、財を出すの

に凶の日。

■あなたの場合の開運暦

『壊の日』

暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる

ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した

り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。

この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま

たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性

もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ

と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行

したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。

■12日の基本の運気と風水暦

不動産の売買、神仏の安置、葬式、棟上げ、地鎮祭、井戸掘り、室内装飾及び設備の工事

、家屋の修繕は吉。この日は貴い吉日なので威厳のあること、正義の事柄をなすのによろ
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しい。また剛猛な事も吉。地割れ・地ならし、移住、柱立て、婚姻、開店等も別して吉で

す。造作・畳替え、人の雇用も上吉。しかし衣類の新調には注意です。

■あなたの場合の開運暦

『友の日』

文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と

なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日

です。精神的にも実利面でも大吉です。

■13日の基本の運気と風水暦

埋葬、道路の修繕と舗装、家屋や田畑及び土地の売買、建築、棟上げ、地鎮祭は吉。この

日は大吉で、すべて善いことをするのによろしい。家を建て、造作すれば、家内繁盛し長

寿で憂いを除きます。また婚姻すれば孝行な子供を産むといいます。万事進んで勝利を得

る日なので、掛け合い事をするのによく、また衣服を縫えば多くの財貨を得る吉日です。

しかしこの日は南方に行くのは大凶です。

■あなたの場合の開運暦

『親の日』

文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日

となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく

日です。精神的にも実利面でも大吉です。

■14日の基本の運気と風水暦

建築及び増改築の計画をたてるには吉。この日は新規事業を始めるには非常に悪い日です

。したがって商談や競争などの掛け合い事はしない方が良く、人の世話で無理にやれば必

ず災いがあります。店開き、旅立ち、埋葬は大凶です。不時の損失が続くでしょう。しか

し衣の新調・新着、大きな買物や投資をすれば宝器を得ることができる吉日でもあります

。すべて和善の事、急速の事をするのによろしい。

■あなたの場合の開運暦

『胎の日』

胎は文字どおり母親の体内にいる状態を意味し、自分では身動きできない状態です。仕事

は忙しくなり振り回されるようになります。自分から発動するというよりも外部から色々

なことが自分に向かって発動される日となります。あまり自分から進んで物事を始める時

ではありません。

■15日の基本の運気と風水暦

煙突の火入れは吉。この日はきわめて平らな上吉日です。諸事望み通り急ぎ進んでよろし

い。ことに商談や競争なその掛け合い事は急がねば損をすることがあります。柱を立て、

門を開けば子孫繁盛し、造作すれば福を招き、婚姻すれば良い子を産む上吉の日です。衣

服を縫えば増加すると言われ、投資すれば成功します。

■あなたの場合の開運暦

『栄えの日』

文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ

が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣

服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意

が必要です。

■16日の基本の運気と風水暦
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埋葬、棟上げ、建築、地鎮祭は吉。この日は大悪日で、あまり動かない方が良いでしょう

。訴訟事・争いごとは負けます。家を建てれば火中に入るようで、万事に手を出してはい

けません。また衣を縫えば必ず衣類を滅じると言われ投資すれば損害を被る日です。しか

し政治家や企業の経営者が公事のために実力行使で改革を行うには吉です。

■あなたの場合の開運暦

『衰の日』

エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる

日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり

積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必

要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して

はいけません。

■17日の基本の運気と風水暦

神社参りや祝い事を行う日です。この日は大吉ですから、何事も進み、相談に加わり、決

断よく行えば吉。願望成就の日です。神事、祭礼、祈祷などを信心すると、ますます利益

があります。しかし人を埋葬すれば、死人重なり損耗が続きます。衣服の新調や大きな買

物、投資には大凶ですので新規事業の開始や家の増改築などは凶。

■あなたの場合の開運暦

『安の日』

旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で

す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに

も良い日です。

■18日の基本の運気と風水暦

植樹、埋葬、建築、棟上げ、地鎮祭、家屋の修繕など物事の事始めの行事は吉。この日は

大吉ですから、神を祈り、すべて柔和に対処し、順逆を守り、決断よく進むのがよろしい

。安久の事をするのにふさわしい和合を得る日です。田宅を買い、家の造作・移転など福

禄を増すことができます。しかし談判・争い事などは急がない方がよろしい。葬儀をこの

日に出せば子孫が永く久しく続き、この日に婚姻すると子や孫が出来、福寿を全うするこ

とができます。

■あなたの場合の開運暦

『危の日』

とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ

を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや

商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。

財は出て行くことがあります。

■19日の基本の運気と風水暦

築墓をすると、破財やひどい時には死人が出るなど大凶。地鎮祭、建築、棟上げ、不動産

の売買は、色々な災難を引き起こします。この日は大悪日ですから、何事もしてはいけま

せん。相談事が出てきて後悔することになります。したがって、金銭の取引をすれば財産

・宝物を失います。また病にかかれば長引き、大病となるでしょう。葬式を出すのも凶で

す。しかしこの日は、新居への移転、入学及び事業の開始、結婚式など物事のスタートを

するには吉日です。

■あなたの場合の開運暦

『成の日』
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物事が成就する日です。その日が合格発表、論文の発表や新製品発表会であれば大吉とな

ります。財運もある日ですが、この日はどんどんと運気が変わっていく日ですのですばや

く行動し物事を決定していかなければなりません。この日に事を始めれば将来必ず実を結

ぶと言われています。

■20日の基本の運気と風水暦

造橋、家屋の修繕、建築、地鎮祭、棟上げ、道路の修繕など物事の事始めの行事は吉。こ

の日は投資、商談、販売、入学、開店、売買、その他契約事をまとめるのに吉。特に競争

して勝たなければならない裁判などの掛け合い事に勝てる日です。しかし、葬式を出すの

は凶。

■あなたの場合の開運暦

『壊の日』

暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる

ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した

り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。

この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま

たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性

もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ

と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行

したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。

■21日の基本の運気と風水暦

土地の売買、土の入替え、棟上げ、家屋の取引、橋の建造、道路の修繕は吉。この日は平

らかに吉日です。静かな行いをし、天を祭るのに吉。何事も成就します。無理をしてはい

けません。しかし衣服を新調すると離別し、また薬を飲むには凶。

■あなたの場合の開運暦

『友の日』

文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と

なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日

です。精神的にも実利面でも大吉です。

■22日の基本の運気と風水暦

鬼門日となり、棟上げ、地鎮祭、不動産の売買、縁談や商談や裁判などの掛け合い事は大

凶。しかし神事・祭礼・祈祷初め、人事の発表や新製品の発表会など公の行事を行うには

この日は大吉です。また衣類を新調したり、大きな買物には吉日。旅立ちは凶。家屋の造

作をすると、にわかに人命を損なうことがあるでしょう。

■あなたの場合の開運暦

『親の日』

文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日

となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく

日です。精神的にも実利面でも大吉です。

■23日の基本の運気と風水暦

造橋、家屋の修繕、建築、地鎮祭、棟上げ、道路の修繕など物事の事始めの行事は吉。こ

の日は投資、商談、販売、入学、開店、売買、その他契約事をまとめるのに吉。特に競争

して勝たなければならない裁判などの掛け合い事に勝てる日です。しかし、葬式を出すの

は凶。
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■あなたの場合の開運暦

『壊の日』

暗黒日となります。頭がスッキリせず混沌とし気力、体調ともすぐれません。しかしやる

ことなすことどうもうまくいかない時です。お願いごとは断られ、些細なことで口論した

り、一生懸命やってもなかなか成果がでない日です。財も出たり入ったりと不安定です。

この日に決定したビジネスは後でだめになったりすることもあるので注意が必要です。ま

たこの日出会った異性とは強烈な恋愛関係になりますが、後で破壊的な関係になる可能性

もありますので有頂天になってはいけません。できることなら積極的な行動はせず、じっ

と我慢してすごすようにすべきです。一方、社内の反抗分子を一掃したりリストラを断行

したり強烈な物事を破壊的に押しすすめるのであればこの日が良いでしょう。

■24日の基本の運気と風水暦

土地の売買、土の入替え、棟上げ、家屋の取引、橋の建造、道路の修繕は吉。この日は平

らかに吉日です。静かな行いをし、天を祭るのに吉。何事も成就します。無理をしてはい

けません。しかし衣服を新調すると離別し、また薬を飲むには凶。

■あなたの場合の開運暦

『友の日』

文字どおり友人を作り楽しむ日です。デートや同性同士で友好を深める日には最良の日と

なります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく日

です。精神的にも実利面でも大吉です。

■25日の基本の運気と風水暦

鬼門日となり、棟上げ、地鎮祭、不動産の売買、縁談や商談や裁判などの掛け合い事は大

凶。しかし神事・祭礼・祈祷初め、人事の発表や新製品の発表会など公の行事を行うには

この日は大吉です。また衣類を新調したり、大きな買物には吉日。旅立ちは凶。家屋の造

作をすると、にわかに人命を損なうことがあるでしょう。

■あなたの場合の開運暦

『親の日』

文字どおり周囲と親交を深める日です。デートや同性同士で親交を深める日には最良の日

となります。財も入り、ビジネスも相手を説得しやすく、友好的な状況になりうまくいく

日です。精神的にも実利面でも大吉です。

■26日の基本の運気と風水暦

棟上げ、家屋及び土地の売買、地鎮祭など物事の事始めの行事などは凶。この日は大悪日

ですから、剛猛をなし、反対する一派を伐ち、悪を除くなど過激な行いをするのには吉。

大きな買物や衣服の新調にはしないほうが良いでしょう。また埋葬は凶。また口舌事や心

配事をかもす日ですから新規の新規の事業に関係してはいけません。いろいろな事を勧め

に来る人がいますから、注意が必要です。しかし、結納を交わし、新居に移り、旅行をす

るには吉。

■あなたの場合の開運暦

『命宿の日』

自分の宿命と同じ星の日です。良きにつけ悪しきにつけ自分の運命を左右する決定的な出

来事が起こるとしたらこの日です。結婚、生死、昇進などがあります。心情的には神経が

たかぶっていますので、慎重にものごとを決め、行動すべき日であって安易に物事を進め

る時ではありません。身辺の整理し、今までの事柄を片づけて新しい出発に準備する時で

す。
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■27日の基本の運気と風水暦

棟上げ、家屋その他の修繕、地鎮祭、用水路の工事など物事の事始めの行事は凶。この日

は混沌とした悪日です。物事に間違いが多く、遂に他人と争いを生じる事があります。婚

礼すると争い事が出来、離縁となります。すべて交渉事がまとまらず、目上の人に逆らえ

ば損をすることがあります。衣服を新調したり、投資、大きな買物はしないほうが良いで

しょう。

■あなたの場合の開運暦

『栄えの日』

文字どおり栄える日です。前日が新しい出発に備えた準備の時であったならば本日はそれ

が発展する時です。上司に物事を進言したり、商談を進めたり、不動産を売買したり、衣

服を新調したりするのには良い時です。しかし交通事故など偶発的に起こる事故には注意

が必要です。

■28日の基本の運気と風水暦

建て増し、高層建築の修繕、用水路の工事は吉。この日は良い出会い、良い結婚、良い就

職、良い指導、良い買物など色々と良い事がある日です。婚姻をすると家内和合して繁盛

する基礎を築くことになります。万事がうまく運び成就するので、決断して前進すべきで

す。しかし、みだりに他人の勧めに乗ってはいけません。災難にあうことがあります。

■あなたの場合の開運暦

『衰の日』

エネルギーが全体的に下降気味の日ですので、一日中気力が充実せず寂しい気持ちになる

日です。友人とか商談相手にあっても楽しく事柄を進めることができませんので、あまり

積極的に動く時ではありません。病気になりやすく、ケガをしたりしやすいので注意が必

要です。但し夕方からにかけて財運が出てくる気配がありますので、チャンスを見逃して

はいけません。

■29日の基本の運気と風水暦

葬式、建て増し、建築は凶。すべて安久の事をするのに吉。つまり物事をスタートする事

、例えば、種蒔き、旅行、衣類の新調、住宅の購入などを行うには吉の日です。しかしこ

の日は大悪日なので、強引に進むと万事が破壊され災難にあうことがあります。他人と争

いを生む日であるから、ひかえめにしている心がけが大切です。

■あなたの場合の開運暦

『安の日』

旅立ちをするには吉日です。つまり旅行、転勤、引越し、出張、人事異動などに良い日で

す。また財運もある日なので、商談を進めたり、新規の顧客を開拓したりといったことに

も良い日です。

■30日の基本の運気と風水暦

棟上げ、普請、婚礼、旅立ち、不動産の売買、地鎮祭、移転など物事の事始めの行事は吉

。この日は地所・建物等の売買を急いで行うと利益を得ます。しかし不意に勧められ油断

し、迷ってはいけません。そのようなことをすると思わぬ損失をこうむることがあるでし

ょう。遠く外国へ行き、芸事を学ぶのによい。葬礼をすると子孫長久の基となります。こ

の日は、北方に向かって行くと大凶です。

■あなたの場合の開運暦

『危の日』

とにかく多くの人と交わりを結び、人間関係を円滑にする日です。婚姻や宴会、パーテイ
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を開催したり出席したりするのにも良い日となります。具体的に実利を求めてビジネスや

商談を進めるには良くなく、行き違いやスレ違いや誤解を発生することが多くなります。

財は出て行くことがあります。
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