
四柱推命

four pillars of destiny

光⼈
さま



突然ですが光⼈さんに質問です！
�

「運命は変えられると思いますか？」
�

どうでしょうか！？
�

もしかしたらこの鑑定書を読んでいる
光⼈さんは

決められた運命は変えられないと
思っているかもしれません。

�
しかし…

�
運命は変えられます

�
そして運命を変えるために
この鑑定書を作成しました。

�
運命をより良い⽅向へ変えるには

光⼈さんが持っている
本質を輝かせなければなりません。



そして本質を輝かせるためには
⾃分の本質を知ることが⼤事になります。

�
本質を知るための答えは全部
この鑑定書に詰め込みました。

�
さらにこの鑑定書には

各ページに「六芒星や観⾳像、梵字、
マントラ、曼荼羅」

など⾒るだけでパワーを得られる画像を
薄くして背景に使っています。

�
つまり⾒るだけで幸運になれる
世界初の鑑定書となります。

�
ですから⼀度ならず2度、3度と繰り返し

読んでもらえたらと思います。
�

それではワクワクしつつ
ご⾃⾝の運命を確かめる旅に出発してください

�
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⼈の⼼の構造

最近の研究で明らかになりつつあるのですが⼈の⼈格は1つではありません。
実はいくつもの⼈格が⼼の中に潜んでいます。

⼀説によると⼈は12の⼈格があると⾔われます。
実際に四柱推命で鑑定すると1⼈の⼼の中にさまざまな⼈格があることがわか
ります。

①本質核
魂や霊魂と同じ意味。
その⼈を司る最も重要な核となる部分です。
本質が⾃分らしくあるかないかで⼈⽣の幸福度が変わります。

②価値観
この鑑定書では強くでる2つの価値観についてお伝えしています。

③⾏動特性
⾏動するときの癖や考え⽅、他⼈に指摘される⾃分と近いです。

【注意点】
⼈によっては本質核と価値観が正反対の場合があります。

たとえば本質核は「物事深く考え内向的」なのに価値観では「明るく社
交的ですぐに⾏動するタイプ」のようなパターンです。

しかし、そもそも⼈の⼼の中は⽭盾だからけです。
なので正反対の結果だとしてもそれを受け⼊れるようにしてみてくださ
い。

受け⼊れた瞬間に⾃分というものが深く理解できるようになります。



本質とは
まずは最も重要な本質についてお伝えしていきます。
本質は霊魂や魂と同じなので⼈の最も奥深くにあるものです。

⾃分の内側から湧き上がる本能のようなもので抑えることはできませ
ん。
もし今が⾃分らしく⽣きられていないと感じる場合は本質に書かれてい
るような⽣き⽅が出来ているか確認してみてください。

書かれているような⽣き⽅ができているなら⾃信を持ってそのまま進ん
でください。
ドンドン⾃分のことが好きになっていくはずです。

しかしたまに本質がしっくりこないと思われる⽅もいます。
⽇本は協調性を⼤事にする傾向があるので幼い頃に⾃分を押し殺して周
りに合わせたりすると⾃分の本質を⾒失いやすくなります。

その場合は「へ〜⾃分ってこんな本質なんだ！」と軽く考えてもらえれ
ば良いです。
無理に受け⼊れる必要もありません。
現段階ではただ知るだけでOKです

ただしできれば3か⽉後、半年後、1年後と期間を空けてからもう⼀度本
質を読み返してみてください。

⼀度⾃分の本質を知ると潜在意識が働いて元に⾃分に戻ろうとします。
そして突然、晴れやかな気分で本質を受け⼊れられるようになります。

本質を受け⼊れられるようになった瞬間、
「⾃分らしき⽣きるとは本質に沿って⽣きる」
ことだとわかるようになります。



光⼈さん命式

本質：丁(ひのと)

価値観
正財(せいざい)
傷官(しょうかん)

⾏動特性：⻑⽣(ちょうせい)









六⼗⼲⽀鑑定

誰とでも打ち解けられ、争いは好まず、意味もなく波⾵を⽴てる事もありま
せん。
上⼿に相⼿の懐に踏み込んで交渉にあたりますが、意外と⾃分の説を曲げた
りはしないです。

頭で考えるよりはまず⾏動してみる⽅で、動いていれば結果は後からついて
くると考えているようです。
ただ、そのために⾏き当たりばったの対策を⽴てがちではあります。

器⽤な⾯もあり、何をやらせても飲み込みが早くすぐ上達します。

責任感が強く周りの⼈への気配りも上⼿です。
だたし時には⾃分を犠牲にしてまでも尽くしてしまいす。
でもそこが魅⼒となり⾃然に⼈が集まって⼈脈が形成されていきます。

いつのまにか中⼼的存在になり、みんなに頼られる様になる⼈です.
常に⾃信を持ってチャレンジしていく事が発展を⽣み出すタイプでしょう。

どちらかというと⼤器晩成ですが、商才は⼗分あり、どんな商売をやっても
成功するタイプです。

六⼗⼲⽀とは「⼗⼲(じっかん)」と「⼲⽀(えと)」を合わせて鑑定する⽅法です。
⼆つを合わせることでより深く本質をとらえることができます

丁⾣
⼗⼲：丁
⼲⽀(えと)：⾣
↑⽣まれた年の⼲⽀ではなく⽣まれた⽇の⼲⽀



価値観

価値観
正財(せいざい)
傷官(しょうかん)

光⼈さんの価値観は
通変星と⽉柱が交わる星である

・正財
・傷官

に強く反映されます







光⼈さんの
⾏動の時の癖、思考は
⼗⼆運と⽇柱が交わる星の

「⻑⽣」
に現れます

⾏動特性

⾏動特性：⻑⽣(ちょうせい)









今年の運勢「全体運」

2023年の⼲⽀である
癸卯(みずのとう)の運勢から⾒てきます。

「癸卯」は停滞した世の中に
希望が芽吹き花開く助⾛の年です。

特に卯の年は景気が上向きになると⾔われています。

これまで積み重ねてきた⾃⾝の⼒が
試される年でもあるため、
最後まで諦めずに希望を持ち続けることが道を開く鍵になります。

とは⾔え、何事もやりすぎ頑張りすぎは
良くないと暗⽰しています。

なぜなら「卯」は「⽊」の性質、「癸」は「⽔」の性質ですが
適度な⽔は⽊を育てるけど⽔のやりすぎは
植物を腐らせるからです。

疲れを感じたらリフレッシュする
バランス感覚を忘れないようにしましょう



【四柱推命でわかる2つの運勢】

①⼤運
②流年運

⼤運とは、
10年ごとに切り替わる運気のこと。

流年運とは、1年ごとの運のこと。

運勢解説



この10年は運気の流れがこれまでとは変わります。
とにかく⾃由な感性で今までの⾃分とは違った⾃分に変化
するときです。

必要なのは価値観を変えること
それまでの常識や地位、名誉とは全く違った価値を求めた
⽅が
変化の波をうまく乗りこなして運気も開けていきます

浮き沈みが激しい傾向ですが芸術で才能発揮の時です。

⾃宅でじっくりと休養、学習をすると⾃分を成⻑さること
ができます。

⼤運「10年運(49歳∼58歳)」



この10年間は敵を作らず
誰ともうまくやろうという気持ちが強くなります。

社交的になりグループや仲間などに所属することを求
め、その中で⽣き⽣きと過ごせます。

でも⾃分が認められない相⼿には頭を下げられず、
上下関係が厳しい組織ではうまくやれるとは限りませ
ん。

お⼈よしになって周囲に合わせ無理をすることもあ
り、⼈間関係でのお⾦の使い過ぎに注意が必要です。

⼤運「10年運(59歳∼68歳)」



今年の運勢

運気：20点

エネルギーの強さ：80点

総合



今年の傾向
⽣まれた⽇のエネルギーが外から影響を受けて光⼈さんの中で新し
い価値観が⽣まれる時です。

いままで当たり前に思えたいたことに違和感を感じたりします。

破壊の中から創造が⽣まれるので体⼒の消耗は激しいですが、その
代わりに実りのある結果を得ることができます。

特に仕事やビジネスの⾯でチャンスが訪れそうです。

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、時には周囲との関係に摩擦が起きるかも
しれません。

しかし今の時期に⾊々な経験がすることでさらに上のステージに⾏
けるのでやってみたいことがあるのならば挑戦してみることをオス
スメします。













年代ごとにすべき使命とは？

50代
50歳を越えてくると体⼒が衰えてきます。
しかし、魂には衰えはなく、永遠に輝かせていくことが
できます。

光⼈さんの魂の光を輝かせていくためには、これまでの
経験や読書で培った知識を周りに広めていくことが必要
となります。

そして光⼈さんには⽣まれながらのその資質が備わって
おります。
なぜならもともと知的好奇⼼が旺盛で⾊々なことに対し
⾯倒⾒が良く忍耐⼒があるからです。

これからはお偉いさんや外野の声に振り回されることな
く⾃分の信念を貫く芯の強さを⼿に⼊れてください。

それを意識することで5年後10年後の光⼈さんの⼈⽣の
輝きはさらに増していくでしょう。



⼈⽣がうまくいかないときの
対処法

⼈⽣がうまくいかない場合、
⾃分の性格の弱点が表にでていると考えましょう。
つまり⽋点を抑え⻑所を伸ばせば⼈⽣の⽅向性が変わり
運気が上向いていきます。

本来の光⼈さんは活発で純粋なハートの持ち主です。

しかし何事も波⾵を⽴てずにやろうとすると⼋⽅美⼈にな
ってしまい、かえって周りからの信⽤を失って孤⽴しやす
くなります。

光⼈さんの協調性は素晴らしいものがあります。

しかし⼤きな夢をつかむためには、⼈の⽬は気にせず⾃分
の魂の声に正直になって⾏動してみることです。

するとただの良い⼈から⾃分軸を持った⼈格者へと変わる
ことができ、どんな逆境やピンチにおいても逆転するため
のアイデアが⾃分の中から湧き出てきます。



光⼈さんの前世

光⼈さんの前世は
『集中・闘争』がキーワードです。�

「これと思ったことは全てを忘れて異常なまでに集中し
なければならない」
という魂の声を絶えず聞いて、
普通の⼈では無理そうな難題もクリアし⼤きな⽬標を実
現することに尽⼒した⽣き⽅であったようです。

⼈を上⼿にコントロールするスキルに⻑けていました
が、
他⼈を事務的に能⼒だけで判断してしまいワイワイと楽
しい集団に溶け込むということはなかったようです。

ひたすら指⽰された達成だけにすべてを注ぎ込んでしま
い
仲間と楽しく暮らすことが出来なかった様⼦がうかがえ
ます。

previous life



前世から引き継がれる
現世のテーマ

前世では、他⼈に⽢えたり、頼むということがなく全てを⾃分で考え処理して
いました。⼈の意⾒よりも⾃分のアイディアのほうが優れているという⾃信も
あったようです。
しかし、他⼈の意⾒に⽿を傾けなかったため信頼を得られることができません
でした。

前世で活発すぎる⽣涯を送ってきた⼈は、現世では少し穏やかな⼈⽣を送るよ
うになっています。

光⼈さんの現世の役割は『トラブル回避と、円満解決の役割を担うこと』で
す。
そのため、意⾒の対⽴を避けお互いの妥協点を探り、偏りのないみんなの潤滑
油的存在を⽬指したほうが良いです。

ですから現世では、他⼈と戦ってまで⾃分の才能を主張することを⽬指す必要
はあまりないのです。
⾃分の優位性を証明するために競い合うのは前の⽣涯で終わったことです。

それよりも家族のため仲間のために光⼈さんの能⼒を使い、⾃分だけではなく
周りと⼀緒に成⻑することが現⽣のテーマでありその能⼒を光⼈さんは既にお
持ちです。

⼈⽣をともに出来る理想のパートナー(夫や友⼈)は穏やかで⽬標に向かって努⼒
を惜しまない⼈です。
汗⽔流して着実に実績を積み上げていく⼈であれば⼀緒に楽しい⼈⽣を送れる
はずです。

previous life



光⼈さんは
何事に対してもいい加減に済ますことができず、⼀⽣懸命になれます。
⻑所を輝かせることで今までは違った⼈⽣が開けていきます。

そのためには、⼩さなこともでいいので⼈⽣の⽬標を定めてください
・⽉収100万円
・70歳まで健康でいる
など何でもいいです。

そして重要なことは
「なぜ！その⽬標を達成したいのか？」
を真剣に考えることです。

たとえば、家族に贅沢をさせるために⽉収100万円が欲しいとします。
しかし⽉収100万円稼ぐために
朝から夜まで働き家に帰っても家族の寝顔しか⾒れない…

という場合
仮に⽉収100万円という⽬標を達成できても
⼤切な家族との時間が無くなってしまうので意味がないですよね。

多くの⼈はここに気づけないから
夢を叶えられず、仮に叶えられても幸せになれないのです。

①⼈⽣の⽬標
②その動機

この⼆つを真剣に考えられるようになると
光⼈さんらしく幸せになるための⽅法が⾃然とわかってきます。

光⼈さんが
幸運をつかむためには？



運命は変えられる
fate can be changed

最後まで
ご覧いただき

ありがとうございます
�

本年もよろしく
お願いいたします



運命は変えられる
fate can be changed

お願い
�

⼆次配布や
SNSに内容をアップすることは
禁⽌とさせていただきます


