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一白水星 Ippakusuisei

良好運です。心身をリフレッシュし、今後の活動のためのエネル
ギーを充電する期間と考え、英気を養う最適な月です。ただし、気
の緩みから思わぬトラブルを起こす事もありますので、失言に気
をつけミスを起こさないよう気をつけなければなりません。

[吉方位] 
東南・南・北

[ラッキーカラー]
パープル・グリーン・ダークブルー

変化運月です。不満を感じて変化を求め落ち着かず、
冷静な判断力に欠ける為、取り越し苦労がつきませ
ん。口は災いのもと、余計な一言に注意し、現状維持に
徹して下さい。

[吉方位] 
東・東南

[ラッキーカラー]
ライトグリーン・パープル

慎重運です。好調で華やかに見えますが、内面には苦労、悩み
を抱える月です。人それぞれに違います。努力が認められ名
声、名誉を受ける人がいる一方で、不名誉な事実が発覚し、信
用を失う人もいます。秘密、隠し事が明るみに出る月です。

[吉方位] 
西

[ラッキーカラー]
ゴールド

注意運月です。運気は停滞します。思うようにいかず、焦
り、不安、悩みを抱え、後ろ向きになりがちです。古い問題
も蒸し返されたりします。今月は充電の月と考え、ジーっ
と耐えしのび、内面の充実に努力しましょう。

[吉方位] 
西

[ラッキーカラー]
ゴールド

良好運です。不調の影が残りますが、徐々に明るくなり、
やる気も高まります。今月は焦らず、一歩ずつ確実な前
進が大切な月です。目上との関係を円満に周囲との協調
協和に努めるようにしましょう。

[吉方位] 
東・東南

[ラッキーカラー]
ライトグリーン・パープル

発展運です。活気に満ち、存分に活躍出来る月に入りました。こ
れまで実現できなかったプランや目標にチャレンジして成果を
あげましょう。周囲の状況にも気を配りながら未知への分野へ
挑戦してみましょう。ただし、不用意な発言には要注意です。

[吉方位] 
東南

[ラッキーカラー]
パープル

盛運月です。運気は力強い月です。人気が増して、社会的信用も上
昇します。異分野の人との交流から人脈も広がり、大きなチャンス
が舞込む事もありそうです。また、未解決の難問も人に相談して解
決の糸口がつかめそうです。今月は精いっぱい動きましょう。

[吉方位] 
東・西

[ラッキーカラー]
ライトグリーン・ゴールド

盛運月です。運気は頂点に達します。今までの歩みと
努力の結果がでる月です。周囲の注目を集め今後の運
勢を大きく左右します。今月は謙虚な姿勢で何事にも
感謝の心で過ごしましょう。

[吉方位] 
東・東南

[ラッキーカラー]
ライトグリーン・パープル

慎重運です。次第に運気は下降線をたどります。忙し
く活動するわりには成果が乏しいでしょう。前進を図
るよりも無理をせず、大きな動きを控えるのが得策と
なります。今月は何事にも謙虚に周囲のアドバイスに
耳を傾け、内面の充実を第一に考えましょう。

[吉方位] 
南・北

[ラッキーカラー]
グリーン・ダークブルー

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

ミスを起こさない様、緊張感を持って仕事に
取り組む必要があります。チームワークを重
視し、周囲と協力する姿勢が必要です
交際費やレジャー費で大赤字になりそうで
す。収支のバランスを考える必要があります
良好です。出会いのチャンスの多い月となる
でしょう。遊び半分の交際はタブーです
暴飲暴食はタブーです。下痢、胃炎、歯痛、口
内炎、気管支炎に気をつけてください

仕事

金銭

愛情

健康

スランプ状態に陥ります。何かとトラブルが多くな
りますが、交際面は良好ですので積極的に交流して
下さい。アイデア、プランを練る月にしましょう
思うような収入は望めません。節約に徹して苦しい月
を乗り切って下さい。また詐欺には注意しましょう
良好な月ですので、節度を守った交際を心が
けて下さい。甘い誘惑も多いのでスキャンダ
ルに巻き込まれないよう心がけましょう
体力の消耗が激しい月です。無理は禁物で
す。また、下半身の腎臓病、膀胱炎、婦人科系
疾患等に気をつけましょう

仕事

金銭

愛情

健康

遠方との取引きが活発化します。人に任せ
ず、できる限り自分で出向きましょう。頑
張った分の評価を得られる月です
上昇ムードですが、交際費、ストレス発散の
ための遊興費が増大しそうです。うまいやり
くりで乗り切りましょう
良好です。良い出会いがあり、良縁に恵まれ
ます。積極的に話を進めましょう。カップル
も結婚の機運が盛り上がりますので、ためら
わずチャンスを実らせましょう
ギックリ腰、筋肉痛に気をつけて下さい。夏
風邪は早めに完治する事を心がけましょう

仕事

金銭

愛情

健康

自分の力を過信せず、緊張感を持ち、独断専攻せ
ず、謙虚かつ誠意を常に忘れず、積極的に仕事に
取り組みましょう
人により、吉凶混合となります。好調に喜ぶ人、借
金返済に苦しむ人に分かれます。想定外の収入を
得た人は、手元に置かず貯蓄にまわして下さいネ
夏のレジャー、納涼会などでは注目の的となりそうです。
気になる人には積極的にアプローチしてみましょう
過度の飲食や睡眠不足には充分に気をつけま
しょう。特に腹部全般、エアコンによる冷え、冷た
い物のとりすぎに気をつけましょう

仕事

金銭

愛情

健康

誰かのサポートで力を発揮し、自分に与えられた仕
事をきちんとこなすことに集中しましょう
高級品志向になります。生活全般が派手、贅沢
志向になり、支出が多くなりそうです。質素倹
約を頭に入れましょう
出会いはありますが、高望みでチャンスを逃し
そうです。自分に見合う人はどんな人か、考えて
みる必要がありそうです。カップルはケンカ・別
離へと進む恐れもありそうです
高血圧、循環器系の疾患、泌尿器、婦人科の病気にも気
をつけましょう。また、手足のケガ、交通事故にも!!

仕事

金銭

愛情

健康

地味にコツコツ、地道な努力、堅実な仕事ぶ
りで業績も徐々に向上します。目上との良好
な関係を築き、周囲との協調で次の運気に供
えましょう
徐々に上昇しますので、ぜいたくや調子に
乗っての散財には気をつけましょう。地道に
コツコツです
好調で幸せをつかむ月です。職場、友人、サーク
ル活動などを通じて良縁に恵まれそうですよ
過労や、暴飲暴食に気をつけましょう。腕や
肩のケガにも要注意です

仕事

金銭

愛情

健康

何事も成果があがるでしょう。それには、対人関
係に注意し、勘違いのないよう計画性と周囲の
協調協和を心がける必要が大切になります
好調なのですが、調子にのって散財に頭を痛める事
もありそうです。収支のバランスを考えましょう
好調ですので、出会いのチャンスも多くなります。
気になる異性には積極的にアプローチしてみま
しょう。ただし、秘密の恋愛は表面化してスキャン
ダルの種にならないよう気をつけてください
睡眠、食事、休養をしっかり取り、飲みすぎからの肝
臓病、夏風邪からの咽喉疾患には注意しましょう

仕事

金銭

愛情

健康

職場の環境が変わったり、人間関係や仕事の
内容の変化などでネガテイブになりそうで
す。転職や退職はタブーです。やるべき仕事を
淡々とこなすように心がけて下さい
家族間での貸し借りには要注意です。ケンカ
にならないように。また、財布の置き忘れにも
気をつけましょう
電撃的なゴールインもありそうです。また、腐
れ縁はスッパリと断ち切って次へのステップ
にする月にしましょう
運動不足の解消につとめてください

仕事

金銭

愛情

健康

頭がシャープに働き、勘がさえて新しい企画が好調に
運んだり、アイデアも次々と浮び、好調です。しかし、ミ
スを起こしやすくなりますので気をつけてください
生活が派手になり、ブランド品や高級品に購買意欲が
高まり、浪費大で収支のバランスが大きく崩れそうで
す。質素倹約が必要大な月です
異性の注目の的です。恋の炎は一気に燃え上がりま
すが、ひと夏の夢に終わらない様、しっかり冷静慎
重に堅実な相手を選びましょう
眼病、心臓病、ノイローゼに注意しましょう。夏風邪に
かかったら早めの治療で完治させて下さい。また首よ
り上の病に気をつけなければなりません
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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…？

8月7日(火)～9月7日(金)

今月
の運勢 8

※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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ココ

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


