―白水星 糞
いっぱ<す いせい

昭禾目11、 20、 29、 38、 47、 56、 平成 2、

11、 20、 29、

生 まれの Ac

じ運」 の今月 は決定打 も無 く変動 的で浮 き沈みが激 しく、結果 もイマイチ。
年盤の「 暗剣殺」位置。
「 変イ
準備不足 の新規事業や改革 には充分 に気 を付 け、周 りの意見 を取 り入れ現 状の推移 を冷静 に見極め よ

二黒土星◎
じこくどせ い

8召

!

禾010,19,28,37,46,55,63、 平成 1,10,19,28、 生まれの人 c

今月はいいぞ !気 力充実・ 運気は旺盛、 目立ちたが り屋 のあなたには最適な月。チ ャンスも多 く有 るが
5 iり が周 りか らの高評価 によ り出世 もア リ
過去の ミスが発覚 し評判 を落 とす事 も。効 率の良 い仕事′

三碧 木星 糞

昭禾89,18,27,36,45,54,63、

さんべきもくせい

!

平成 9,18,27、 生 まれの人。

「 月破」月。運 気は良いが不安要素 もあ り今一 つ 。時 FE5と 気持ち にゆ と りを持ち欲 張 らず一歩一歩。
必要以上 に力ます優先 I贋 位 を決め、 日の前の事 に専念 し、相手 を立て るゆ と りと思 いや りが評 価 UP!!

。
昭禾08、 17,26,35,44,53,62、 平成 8,17,26,生 まれのメ、

四緑 木 星 △
しろくもくせい

年盤の「 五殴殺」位置。運 気は上昇 しつつも今一つ。今 は無理 に前 に進むので はな く「準備運」にいるので、
次の 目標 を決め、何 をする べ きか者 えつ つ前進す る時。他人 よ り自分の心配 を優先 しチ ャンスを待て

!

昭和 7,16,25,34,43,52,61、 平成 7,16,25、 生ま組の人。

五黄 土 塁 ◎

諸事絶好調 !「 開運・ 上昇運」月。前向きに積極果敢に攻めると効果動面。苦手なテ ーマ も苦にせず

ごおうどせい

トライをすれば周囲からの助カアリ。見切り発車せず計画を立てて進めば、新たな可能性も必ず広がる。

六白金星 O

昭不日15,24,33,42,51,60、 平成 6,15,24、 生まれの人。
年盤の「 歳破」月。
「 福運・ 発展運」位置 に有 るものの物事 中途半端 にな り、 良い結果 は出す。特 に

ろつぱくきんせい

人間関係 には気を配 り、誠意 をも つて事 に当た り、経験者か らコツを聞 き、 一歩下が つて行 くが良 し。

七赤金星 △

昭不014,23,32,41,50,59、

平成 5,14,23、 生まれの人。

中宮月 !運 気は強 いものの吉凶が交錯。現状 を把握 し中途半端 な 自分 にけ じめ をつけ、他人 に頼 るよ り、

しちせききんせい

原点 に戻 り初 lbを 思 い出せ !専 門性 を生か し不 得意な分野 にも果敵 に取 り組 み、柔軟な姿勢で前進せ よ。

八 白土 星 ○

0召

禾813,22,31,40,49,58、

平成 4,13,22、 生まれの人。

「強 運・ 盛運 」いいぞ !気 力充実、体力充分、行動 力抜群。 直感 も冴 え リーダ ーシ ップ を発揮 する時。

はっぱ くどせい

目標 は少 し高め に設定 し意欲 的に物事 に当たれ。
「 出 る杭 は打 たれ る」が、め げることな く自己中で行 け。

九紫火星

8召

禾□12,21,30,39,48,57、 平成 3,12,21,30、 生まれの人。

今月は「暗剣殺」位置。余計なお しゃべりはせず、根拠のない噂話もせず、ただ他人の話を返事も

きゅうしかせい

せず聞き上手になれ。
「親 しき中にも礼儀あり」。Slllれ 日1れ しく一線は越えず、距離を置くも吉 !!
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