
Kyuusei Kigaku  URANAI

1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1：00
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

今月は発展運月です。開運のスタートの月でやる気に満ちて
色々手を出したくなりますが暗剣殺にあたっていますので今
まで温めて準備・計画してきた事は実行・チャレンジしてもよ
いのですが思いつきや準備不足はタブーです。無理をしない
で一歩一歩進みましょう。

安心、喜悦、笑い、団らん、ものの豊かさを意味するものです。
お金や結婚、恋愛等の喜び事が起こる年です。

[吉方位] 
南・西北・北東

[2019の運勢] 悦楽期

[ラッキーカラー]
レッド・スカイブルー・シルバー

仕事

金銭

愛情

健康

温めてきた計画を実行に移しましょう。企画やア
イデアを実現する月です
行動範囲が広がり出費も増えます。必要経費は惜
しまず収支のバランスをはかりましょう
良好です。フリー、シングルの人は理想の相手とめ
ぐり会い良縁を結ぶチャンスです
過労からの体調不良、睡眠不足に注意して下さい。特
に肝臓疾患に注意し咽頭疾患にも注意して下さい

四緑木星 shirokumokusei

今月は盛運月ですが慎重運月でもあります。目上運の月です
ので上司、目上の人との関係が大変重要になります。目上の意
見に従い忍耐努力すれば十分評価され次のステップにつなが
ります。やる気が開運のキーポイントです。全力投球しましょ
う。目上の助言に従う事が大切です。

易では坎という室に入ります。低きを流れる水の部屋で季節
で言えば厳寒の冬の状態です。春が来るのを待つ状態です。
寒々とした室に入った1年で困難期となります。

[吉方位] 
なし

[2019の運勢] 困難期

[ラッキーカラー]
ブルー

仕事

金銭

愛情

健康

積極的な策が空回りしトラブルを引き起こす結果
になりそうです。今しなければならない仕事を充
実させるようにしましょう
高級品志向になりますがタブーです。財布の紐を
しっかりしめてかかりましょう
高望みからせっかくの好機を逃しがちです。自分
をしっかり見つめ直しましょう
過労に気をつけましょう。血圧異常、呼吸器系に気
をつけ睡眠時間をしっかりとって休養をとりま
しょう。ストレスも溜めないように!!

七赤金星 shiCHIsekikinsei

今月は頂上運月で慎重運です。物事の白黒、明暗がはっきり
する月です。人それぞれに吉凶の表れ方が違います。名誉、地
位を得る人もいれば隠し事がバレて苦況に陥る人もいます。

東南の室に入り易では巽といい巽とは風のことです。巽（風）は寒暖の差異を調
節し遠くまで吹いていき物に当たれば方向を転じどんな小さな隙間にも進入し
ます。物事が整う年、遠方の人との交流の縁から福が舞い込む年となります。

[吉方位] 
東南・北東

[2019の運勢] 幸運期

[ラッキーカラー]
オレンジ・シルバー

仕事

金銭

愛情

健康

地道に続けてきた努力に高い評価が得られるで
しょう。しかし独断専行はタブーです。上司や同僚
との人間関係を重視して何事も相談しながら進め
る慎重な姿勢が必要です
高級品志向で見栄や体裁にこだわって収支のバラ
ンスを崩しそうです。分相応を心がけましょう
出会いあり、別れありの波乱含みです。感情的に
なって大切な愛を壊さないようにしましょう
頭の不調、眼精疲労を感じたら早目に受診しま
しょう

八白土星 happakudosei

今月は低迷運月で注意運です。運気が低滞し何事も思い通り
にいかない事が多く不安、焦り、悩みが多い月となりそうで
す。今月はジーっと我慢、辛抱の月です。内部充実につとめ勉
強の月としましょう。

中央の室に入りました。他の八星を支配する強力な王様を意味します。自然の草木として
みれば満開の状態を示します。他の八星からの様々な影響を受ける事が多く良いことも
悪いことも受け入れることになりますので静観して内部充実を図る年といえます。

[吉方位] 
東南・北東

[2019の運勢] 静観期

[ラッキーカラー]
オレンジ・シルバー

仕事

金銭

愛情

健康

何をやっても思わしい展開とはなりません。転職
を考えたくなりますが良い結果とはなりません。
地道にジーっと我慢してコツコツやるべき仕事に
取り組みましょう
不調です。支出増大するでしょう。今月の借入れは
後日に悪影響がありますのでタブーです
不倫、三角関係、恋愛がらみの問題が発生しやすい
ので要注意です
体の冷えから病気を起こしやすくなりますので外
出時にはしっかりと防寒して下さい

九紫火星 kyuushikasei

今月は準備運月で良好運です。運気が徐々に回復し少しずつ
明るさが見えてきます。今月は現状に不平不満をいわず従
順、忍耐し地道にコツコツ努力しましょう。コツコツ、一歩一
歩が開運のキーです。

西北の室に入りました。易では乾といい乾は天の事です。天の徳が健やかに活動し
ている姿です。秋の収穫を得て将来の為に活動する運気の時です。天の恵みを受け
満月の運勢ともいえます。自己の才能、特技、金力、人脈を大いに活用する年です。

[吉方位] 
東南・西北・北

[2019の運勢] 盛運期

[ラッキーカラー]
ダークブラウン・スカイブルー・オレンジ

仕事

金銭

愛情

健康

主導権を握るよりも相手を立てる立場でいるとス
ムーズにはかどります。今月は1つの事に集中し
てコツコツと仕事に取り組んで下さい
家族や故郷の親戚などへの出費がかさみそうで
す。人間関係を円滑に保つ為には多少の出費も必
要です
独身者には楽しい恋が始まります。マンネリカッ
プルは心変わりが起きやすい月です
過去の病気が再発しやすいので早めに予防策をと
りましょう。消化器疾患、皮膚疾患に注意して!!

五黄土星 Gooudosei

今月は喜楽運月で良好運です。楽しい、リラックスムードの漂
う月です。交遊面も活発になり、遊興や会食などの楽しい場面
も増えそうです。仕事とプライベートのオフ・オンをしっかり
意識し酒席での自慢話や他人を中傷すると仕事にも悪影響を
与えますので注意が必要です。

西南の部屋に入りました。易では坤といいます。坤は地のことで全てを受
け入れ万物を育成する母親的働きです。地味な母親の努力、産みの苦労、従
順性、忍耐性を意味します。飛躍する為の準備期という事になります。

[吉方位] 
東南・南・北・北東

[2019の運勢] 準備期

[ラッキーカラー]
オレンジ・レッド・ダークブラウン・シルバー

仕事

金銭

愛情

健康

様々な取引などで有利な場面が増えてきますがミ
スも起こしそうです、集中力が必要です
好調です臨時収入も期待できるでしょう。しかし
遊興費、飲食代の出費が重みそうです
良好で出会いのチャンスは多いでしょう。真面目
な出会いを望む人は時間をかけて関係を築いて下
さい
暴飲暴食から胃腸や呼吸器系に注意し冷えに気を
つけましょう

六白金星 roppakukinsei

今月は変化変動運月です。前進する気と後退する気が交差す
るので一身上の変化が多く吉凶相半端する月です。焦りや不
安がまし、運気が低迷するため状況を変えようと試みたりし
ますが現状維持に徹し次へのステップの為の勉強と心しま
しょう。

東の室に入り易では震といいます。震は雷の事です。雷はふるい動く動を表わ
し春の雷の生気によって目を覚まし発育、胎動、伸長していくことを意味しま
す。開運の扉が開かれいよいよ活動開始の年なので開運期といいます。

[吉方位] 
東南・南・北

[2019の運勢] 開運期

[ラッキーカラー]
オレンジ・レッド・ダークブラウン

仕事

金銭

愛情

健康

職場環境や仕事の内容の予期せぬ変化に振り回され
やすく思うような展開は期待できません。焦りも出
ますが今月はやるべき業務を淡々とこなしましょう
やりくりに苦労しそうです。うまい話、詐欺、金銭
貸借には十分気をつけて下さい
縁談や結婚話は早めにまとめましょう。腐縁は終止
符を打ち新たな恋をスタートさせる月としましょう
気苦労から心身のバランスを崩しがちです。消化
器系疾患、骨、関節炎、ケガに要注意です。心身のリ
フレッシュを心がけましょう

二黒土星 jIKOKUDOSEI

今月は盛運月です。幸運の月で仕事や交遊関係が活発になり
信用が増し人との縁から商談が成立したり発展の道が開けて
きます。特に遠方から来る話は大切にしましょう。外部から幸
運が来る月です。

易いでは艮といい、艮は山のことです。山は終点であり次の山への出発点で
もあります。その接続期の時期ですので変動期といいます。運勢上変化変動
のある年で吉となったり凶となったりと決定しにくい人生の変動期です。

[吉方位] 
南・北・北東

[2019の運勢] 変動期

[ラッキーカラー]
レッド・ダークブラウン・シルバー

仕事

金銭

愛情

健康

遠方との取引が活況し業績のアップが期待できま
す。誠実に意欲を持って全力で取り組んで下さい
収入がアップします。必要経費はケチらないよう
にしましょう。上手に節約し余剰金を貯蓄にまわ
しましょう
真面目に交際を続けてきた2人はゴールインしそ
うですよ。又、煮え切らない腐れ縁は思い切って清
算し前へ進みましょう
風邪を引くと長引きます。胃腸病、持病の悪化、ケ
ガ、腰痛に気をつけて!!

三碧木星 SANpekimokusei

今月は盛運、静観運の月です。順調に思えても運気が不安定
なので慎重に行動しましょう。人それぞれに吉凶が出る月で
す。名誉で輝く人もいれば隠れた秘密事がバレたりと表れ方
が異なります。印鑑などの取り扱いには注意しましょう。

南に位置する年で易では離といい離は火を意味します。離合集散、光明、判明、
明瞭、文書、離別の意味があります。光により闇を照らし今まで隠れていた事が
表面化する時です。頂上は全てを見渡す事ができる事から頂上期といいます。

[吉方位] 
西北

[2019の運勢] 頂上期

[ラッキーカラー]
スカイブルー

仕事

金銭

愛情

健康

これまでの頑張りで成績、業績が評価されます。周
囲に感謝しながら謙虚に日々の業務に取り組みま
しょう
まずまず良好です。物欲を抑え将来を見据えた金
銭管理が必要です
波乱含みとなりそうで、心がブレたり心変わりや
迷いなどで落ち着きません。隠し事をしなければ
いけないような刺激的な関係はタブーですよ
過去に大病をしている人、持病のある人は無理は
禁物です。冷えにも注意しましょう

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…？

1月6日(日)～2月3日(日)


