
Kyuusei Kigaku  URANAI

今
月の

運勢

2月
※占いのご相談は電話予約にて。遠方の方は手紙でも受付可。
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ライフアドバイザー リリィ
スナック ザ・ホットリップス
☎096-352-8627
住所／熊本市中央区新市街1-36
　　　サンライトビル4F（銀杏南通り）
営業／20:00～翌2：00
定休日／日祝日
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八白土星
九紫火星

二黒土星

三碧木星

四禄木星
五黄土星
六白金星
七赤金星

年　　表　※1937（昭和12）～1999（平成11）年生まれの方が対象となります。1月1日～2月3日生まれの方は前年の九星になります

一白水星 Ippakusuisei

注意運です。停滞運月で人知れぬ悩みや苦労の多い月
です。物事が思うようにいかず、多事多難な月で焦り
や不安をともなう月です。充電期間と思い、自分磨き
の勉強の月としましょう。

[吉方位] 
東・東南・西・西北

[ラッキーカラー]
グリーン・ブルー・イエロー・シルバー

良好運月です。少しずつ明るさが増し、物事が良い方
向へ進み出します。何事も丁寧に慎重に行動し、控え
めにしてコツコツと地道な行動で和を大切に過ごし
ましょう。

[吉方位] 
南・西・西北

[ラッキーカラー]
レッド・イエロー・シルバー

発展運月です。物事がスムーズに発展し、活力が湧いて
くる月です。新規事、拡張事など準備してきた物事は大
いに発展が期待出来る月です。さまざまな話が耳に
入ってきます。しっかり見極めるようにしましょう。

[吉方位] 
東南・南・北

[ラッキーカラー]
ブルー・レッド・ブラック

盛運月です。運気は上昇気流に乗り、やりたい事、計画
していた事等すべてスムーズに展開するでしょう。決
断の速さがキーポイントの月でチャンスと思ったら
迷わず即断しましょう。遠方との縁のある月です。　

[吉方位] 
北・東・南

[ラッキーカラー]
ブラック・グリーン・レッド

盛運月です。運気は頂点に達します。人それぞれに表
れます。これまで努力してきた方は高い評価を受け、
怠けたり、問題をかかえている人は苦境に立たされた
りします。今月は謙虚と感謝の心で内面と内容を充実
させる月としましょう。

[吉方位] 
南・西・西北・北東　

[ラッキーカラー]
レッド・イエロー・シルバー・ブラウン

慎重運です。多忙な月ですが、行動は空回りして思い
通りの結果は得られません。今月は独断専行や自信過
剰な態度は慎み、周囲のアドバイスや目上の言葉に素
直に耳を傾け、感謝の心、謙虚な心で過ごしましょう。

[吉方位] 
西・北・北東　

[ラッキーカラー]
イエロー・ブラック・ブラウン

良好運です。気持ちがホッと一息つく月です。旅行や
イベントを楽しみ、ストレス発散しましょう。交際が
広がって人間関係のトラブルにも注意しなければな
りません。

[吉方位] 
西北・北・北東　

[ラッキーカラー]
ブラック・ブラウン・シルバー

変化運です。不安定で物事が思うようにならず、焦り
を感じる月です。改革を目指してもパワー不足です。
短気をおさえ現状維持で運気の回復を待ちましょう。
抱えている問題が進展しなくても焦らないようにし
ましょう。

[吉方位] 
南・西・西北

[ラッキーカラー]
レッド・イエロー・シルバー

慎重運です。好調そうに見えても内実はさまざまな問
題を抱えて悩みが多い月です。また、目立つ存在の今
月はうかつな言動には気をつけなくてはなりません。

[吉方位] 
東・東南・北東　

[ラッキーカラー]
グリーン・ブルー・ブラウン　

二黒土星 jIKOKUDOSEI 三碧木星 SANpekimokusei

四緑木星 shirokumokusei 五黄土星 Gooudosei 六白金星 roppakukinsei

七赤金星 shiCHIsekikinsei 八白土星 happakudosei 九紫火星 kyuushikasei

仕事

金銭

愛情

健康

職場内の対人トラブルに注意しましょう。自
己過信や勝手な行動はタブーです　
波乱含みの月です。しっかり財政管理をして
下さい。また、スリ、泥棒、置き忘れにも注意
が必要です
三角関係、不倫の恋にはハマらないようにし
ましょう
持病の悪化が心配です。下半身は特に冷やさ
ないように!!泌尿器系、婦人病に注意して下
さい

仕事

金銭

愛情

健康

仕事も順調に運びます。とくに出張、遠方と
の取引き、拡大で成績ものびるでしょう。多
忙ですのでうっかりミスのないよう、心がけ
て下さい
収入は安定しますが見栄を張っての買い物、
飲食費、交際費がかさむ傾向です
良好です。出会いも多いでしょう。相手を
しっかり見極める事が大切です
多忙からの疲労が心配です。油断すると風邪
をひきやすいのでくれぐれも休息の時間を
作りましょう

仕事

金銭

愛情
健康

ミスが増える傾向です。オンとオフを切り替
えましょう。書類や印鑑の扱いは慎重に取り
扱いましょう　
収支のバランスが崩れがちです。レジャーや
遊興関係に大きな出費が出そうです。抑えら
れるところは抑えていきましょう
良好ですので積極的に行動しましょう
消化器疾患、肥満、歯痛、歯周病に用心して下
さい

仕事

金銭

愛情

健康

強引に打開策を試みると危険を生じます。独り
よがりにならないように周囲と相談しましょ
う。後進の指導にあたると良き右腕になる人を
得るようになります
倹約心が向上しますので、積み立て預金を始め
てみましょう　
復縁を望む人にも良好です。友人から恋人に昇
格する可能性もあります
腰痛、関節炎、消化器系には気をつけましょう。
事故、ケガにも気をつけて下さい

仕事

金銭

愛情

健康

努力を続けてきた事には高い評価を受けます。
一方ではミスも発生しやすいので慎重に確認を
怠らず特に印鑑、書類の扱いには要注意です　
世間体を気にして、ブランド品を購入した
り、無計画に散財したり収支のバランスを崩
しそうです
出会いには困りませんが、熱しやすく冷めや
すいので長続きはしないでしょう。カップル
は心変わりがあり波乱含みです
眼精疲労、視力の低下、頭痛にも気をつけて!!

仕事

金銭

愛情

健康

努力が報われ高い評価を得て、ポジション
アップにも恵まれます。積み上げてきた実績
を維持、安定させていきましょう
生活が派手になり、浪費が目立ちます。倹約
し、将来をみすえた計画財政に努めましょう
注目の的です。素敵な出会い、縁談、復活愛な
どチャンスに恵まれます。また、一方、目移
り、のめり込みからトラブルもありそうです
過去の病気、再発、持病の悪化の恐れがあり
ます。特に胃腸、心臓、頭の疾患、ストレスに
は注意して下さい

仕事

金銭

愛情

健康

現状維持に徹しましょう。どんなときも周囲
との協調を図り、難題は相談しながら周囲と
の和を大切にしましょう
分不相応な買い物や衝動買いなど浪費が目立
ちます。節約に徹して下さい
カップルはゴール間近に、順調にすすみそう
です
過労からの体調不良に注意して下さい。足の
ケガ、頭部のケガにも注意しましょう。十分な
睡眠と休養をとりましょう

仕事

金銭

愛情

健康

目上との人間関係は慎重にサービス精神と
協調性を心がけ、地味で人の嫌がる仕事も率
先してやるようにして下さい
高額商品を衝動買いしないようにして下さ
い。財布のヒモをしめて!!
誠実なカップルは結婚へと進むかも!!募集中
の人は感謝の心でお見合いがきたら話に
従ってみましょう
胃腸の疾患が気になります。食生活を見直し
てみる必要があります　

仕事

金銭

愛情

健康

新しいアイデア、企画等も成果があがり、高
い評価を得る事が出来ます。積極的に行動し
ましょう
大盤振るまいをしてしまい後で後悔しそう
です。支出をおさえる努力が必要ですよ
モテモテの月となりそうです。遊び半分の交
際は後でトラブルの原因になります
肝臓疾患、ぜん息など呼吸器系の病気に注意
して下さい。過労から持病が悪化しそうです 

Kyuusei Kigaku  URANAI

月月

　「何が起こるのかを知る」占術とは異なり、「悪いこと
を避け、良い結果を引き寄せる」占術です。方位気学は目
に見えない宇宙のエネルギー（精気）の法則を知って運
勢を好転させる占術です。
　宇宙のエネルギーは、年、月、日、時間ごとに次の九つ
の精気に分類されています。九種類の精気（九星気）とい
います。

九星気学とは…？

2月4日（日）～3月5日（月）


