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◎◎

格局（持って生まれた価値観、社会における役割）

今庄

様は 印綬（いんじゅ）格です。

・・

基本仕様

◎◎

・・

とにかく好奇心が旺盛で、学ぶことが何より好き。
当然知識は豊富で聡明、明晰で分析力も優れています。
好奇心を満たすことにのみ意義を見いだすので、
それをアウトプットする欲には乏しく控え目な印象です。
礼儀正しい善意の人、優しい人という印象を持たれることでしょう。
しかし蓄えられたものは大きいので、
放っておいても周囲からそれを提供することを求められるでしょう。
そしてそれは当然のように高評価となります。
成果がまとまってからアウトプットするのではなくて、
インプットされたらすぐに発信する、ぐらいが流れが
滞らなくていいですね。
・・

目指すもの

・・

伝統を重んじるので、ゼロから何かを生み出すというより
蓄積に蓄積を重ね、自分なりの解釈を加えて練り上げて行く
というカンジですね。
雪玉が転がっていくと大きくなるように、研究の成果も
後になればなるほどどんどん大きくなっていきます。
評価がついてくるのが遅いと感じるかもしれませんが、
それこそ後世にまで残るものになりますよ。
・・

立ち位置

・・

年長者の意見に素直に耳を傾けるのでとかく目をかけられます。
可愛がられることが仕事のようなところがあり、甘え上手です。
信仰心が強く、慈愛の念にも厚いです。
ボランティア、慈善ということに熱心で困っている人に手を貸さずにいられません。
愛の人である、という印象を多くの人から持たれることでしょう。
・・

気をつけるべきこと

・・

愛されてばかりなので、人を疑うことを知りません。
騙されたり、足を引っ張られ陥れられる恐れもあり。
競走には基本的に向いていません。

甘ちゃんなので苦しみに耐えることがとにかく苦手。
忍耐力も乏しいです。
いわゆる甘やかされてしまった人の短所を全部もっています。
利己的でやってもらって当然というスタンス。
・・

仕

事 ・・

研究すること、慈善的なこと、それらを啓蒙していくこと、
インプットした以上にアウトプットを心がければ
評価は勝手にどんどんついてきます。
あなたのまとめたものは、多くの人の共有財産となることでしょう。
適職：
研究者、宗教家、カウンセラー、教師、文筆家
・・

金

運 ・・

研究に熱心なのでお金には無頓着。
稼ぐ、という意欲にも乏しいです。
クチを開けていたら降ってくる、くらいに思っています。
欲しいものがあっても、そのために稼ぐということに繋がりません。
お金で苦労することが多いですが、最大の武器である知識を活かし、
自分の好奇心が満たされワクワクすることに欲を持てば、
お金もついてきます。知識を得ることには投資を惜しまないように。
・・

恋

愛 ・・

愛するより愛されるほうが得意なので、自分の気持ちを訴えることは苦手。
また相手を傷つけるのでは、と断ることも苦手です。
・・

健

康 ・・

エネルギーを一気に使う、ということが少ないので消耗することもなく
病気にもあまり縁がありません。小出しです。
・・自我の強弱（身強／身弱）・・
極身強・身強・身中・身弱・極身弱の５段階のうち
今庄 様の自我の強さは 身弱 です。
自我という言葉にどのようなイメージを持たれますか？
コネクトロンでは自我の強さとは目標達成のための推進力と解釈しています。
ガソリンタンクの容量、エンジンの排気量のようなものと思っていただけるといいですね。
身弱ということは、持って生まれた性質が強く出ない、ということです。
ということは印綬の悪い部分、甘いところがそう強くないということです。

印綬のよい面（学ぶことが好きであること）をいくら強く出しても大丈夫です。
やればやるほど、それは成果につながることでしょう。
やっぱり大事なのは、得た知識をいかに人に広めるか、ですね。
・・

開運アクション ・・

とにかく甘ちゃんなので、目標をシビアに設定して常に危機意識をもつこと。
自分を縛っておかないと、ダラダラと過ごすだけの人生になりかねません。
自分で開拓しようとは思わず、年長者の意見に耳を傾けて。
そう、創業者より２代目、というカンジで。
先人の残したものを大切にして、それをブラッシュアップして、
それを広めていくことがミッションです。
◎◎

用神（吉作用を支配するもの）

今庄

様

◎◎

の用神は劫財（ごうざい）です。

自分らしさ／自尊心／チャレンジ精神
・・

劫財が盛んになっている時はこのような状態になっています ・・

前向きで、やったるで！という意欲に満ちあふれた状態です。
目先のことよりも大きな目標に向けて進んで行く時です。
長期的なビジョンを具体的に、より大きくもってください。
そして同じように夢に満ちあふれた未来に向かっていける仲間、
協力者、賛同者を巻き込んでそれぞれが目標に向っていきましょう。
それぞれがお互いを支え合って、より大きな力となり発展します。
また、棚ぼたなラッキーの可能性もありますので、
チャンスはいつでも掴めるように体勢を整えておくことが大切。
視野が広くなり、セルフイメージも高まっていますので、
太っ腹で気前がよくなります。
劫財の力を借りれば、いつもは弱気のあなたであっても
困難に立ち向かっていく力があります。
たとえ失敗しても、七転び八起きで前に進んでいけますよ。
直近の１２年間では２０１４年・２０１７年が劫財が強く作用する年となります。
・・

劫財の助けを得るために有効なアクションです ・・

有言実行
自分の意見を貫く
仲間作りを心がける
ご無沙汰の人に連絡をとる
仕事以外で趣味の場を持ちその分野の人達と交流を深める

意見を闘わせる場に積極的に参加する
未体験のことにチャレンジする
計画をたててから行動する、もちろん遵守
自分のキャラを確立する
所属する場をもつ
とにかく自分をほめる
プライドを持つ
・・

劫財を用神に持つ方の性格の傾向（長所）です ・・

ほうっておいても目立ってしまう人です。
独特の個性があります、キャラがたってます。
注目をされることを好みます。
人の輪の中心に居ることがふさわしいです。
頭がいいので判断力があり、悩む時間がないのでフットワークが軽いです。
新しいことを取り込むことに長けていますね。
人のためを思う気持ちが強いです。
それは持って生まれた長所ですが、自分を主張すべきときに
人のため、という気持ちが強くなると葛藤します。
犠牲になれるわけではないので。
人のために、となれないことに自己嫌悪を感じたりして
気持ちが不安定になったりもします。
そのブレに周囲が合わせられないときは、人が離れていくことになります。
しかし基本的には好かれて信頼される人です。
◎◎

忌神（凶作用を支配するもの）

◎◎

今庄

様の忌神は

・・

正官が盛んになっている時はこのような状態になっています ・・

正官（せいかん）です。

正官は枠にはまる、型にはまる、という意味があります。
こうしなさい、と言われてそれに従うのがラクチンです。
規則は守るし礼儀正しいので目上から高く評価されますが、
そのため失敗に弱いです。
自分の非を認め難いので言い訳や言い繕うことが多いですね。
見栄をはったり誤摩化したりのツケが後からやってきます。
基本的にマジメなので手を抜くことを知りません。
杓子定規で周囲から疎まれることも。
ストレスを抱えがちなので、うまく発散することを心がけましょう。
過剰適応して自分を見失ってしまうのもこのタイプの方です。
直近の１２年間では、２０２０年・２０２３年が正官が強く作用する年となります。
・・

正官を忌神とする人の性格の傾向 ・・

優柔不断で決められない。そのためチャンスを逃しがちです。
とっさの判断力に乏しいので、融通がききません。
何事も遵守することが大切なので、自分にも厳しいですがそれ以上に人にも厳しくなっている
キライが。
自由にやっていいよ、ということが苦手です。出された指示には従います。
保守的ですので、新しいことへのチャレンジは好みません。
IT業界など激しい変化の職業には不向きです。
変化を恐れるあまり、常に不安でいっぱいです。
失敗しないように石橋を叩きすぎて壊してしまうのもこのタイプ。
どうせ、という言葉を多く発するようになったら注意ですね。
常に自分をしばっているので、一病息災的な面も。
◎◎

健康で気をつけるべき箇所

◎◎

今庄 様は木火土金水の五行では木がもっとも弱いです。木が司る臓器、肝臓・筋肉・神経系
にお気をつけください。
心の状態：イライラしがちです
身体の状態：自律神経の異常、ストレス、高血圧、不眠症、めまい、頭痛、湿疹、じんましん
手足のしびれと震え、肩こり
ウイークポイントを補ってくれる色：青 この色の物をいつも身につけているといいです。
◎◎

日干（現状や本質的な性格） ◎◎

今庄

様の日干は

丙（ひのえ）です。陽の火です。明るく輝き、世界を照らす太陽です。

あなたは太陽というものにどのようなイメージを持たれていますか？
・・

基本仕様

・・

太陽ですから、日干１０タイプの中で最も陽性です。
行動的かつ積極的、どこにいても目立つ存在です。
自分に自信があるため人にも優しいです、裏表なく誰とでも付き合えます。
執着心に乏しく、あっさり、さっぱりとした性格。
イヤなことがあっても一晩寝たら忘れてしまうタイプです。
執着がないことの悪い面は、すぐにあきらめてしまうこと。
金銭にも欲がありません。
白黒つけたがるせっかちな面もあるので、周囲からは厳しく感じられることも。
気分屋で一喜一憂したり、ムラっけの多い性格だと感じさせてしまうところがあります。
しかし、とにかく開けっぴろげで隠し事をしませんので、
わかりやすい人だ、信頼出来る人だ、との評価を得られることでしょう。
・・

恋愛の傾向

・・

熱く燃える恋愛が好みです。セックスも情熱的。
寄せる好意は相手の気持ちも昂らせることでしょう。

執着しないタイプですから、恋愛は長続きせずパートナーも変化しがち。
去るものを引き止めることはせず、新しい恋愛に気持ちをすぐに切り替えます。
・・

仕事の傾向

・・

華やかで人の中心に居ることこそが仕事みたいなものです。
なのでどんな職種にあっても、目立つ重要なポジションを得られます。
華やかであればあるほど、派手であればあるほど力を発揮できます。
縁の下の力もち、という仕事には向いていませんね。
組織の中にいるよりも、実力で評価される自由業のほうがおすすめです。
カリスマ性を発揮できる経営者、芸能人に多いタイプです。
力の赴くままに積極的に行動するのがなによりですね。
・・

五行の割合

・・

今庄

様が木火土金水の五行で最も多いのが「金」です。

火は金を溶かして加工します。いろんな形状にかえて
違う価値を持たせます。そ、商売が上手です。
モノを作るというよりも、右から左に動かして利益を得る、
というカンジですね。
お金そのものに執着があるわけではないので、手堅いです。
◎◎

６０年に一度 ◎◎

１９●●年が 今庄 様の６０年に一度の要注意年でした。前後含め３年は落ち着かないこと
が多いです。
悪いことが起きる、というわけではなく、価値観の見直しなどに向きあわされることになりま
す。
◎◎

大運：１０年ごとの運勢の流れ（１０段階評価）です

◎◎

０４歳〜、１４歳〜、２４歳〜、と１０年事に運勢の流れが変わります。
☆が多い時は用神が応援をしてくれている時、☆が少ない時は忌神が邪魔をしている時です。
☆が少ない時は前出の用神の力を借りるといいですね。
★は用神の助けがまったく無い時です。力がないので無理はなさらないように。
この時期にあえて事を起こすことは避けられることがおすすめです。
１９６５〜１９７４年
１９７５〜１９８４年
１９８５〜１９９４年
１９９５〜２００４年

☆☆☆
☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆

２００５〜２０１４年
２０１５〜２０２４年

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

２０２５〜２０３４年
２０３５〜２０４４年

☆☆☆☆☆
☆☆

２０４５〜２０５４年

☆

２０５５〜２０６４年

☆☆☆☆

◎◎

年運：１２年間の運勢の流れ（１０段階評価）です

◎◎

２０１４年 ５３歳 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
２０１５年 ５４歳 ☆☆☆☆☆☆
２０１６年 ５５歳 ☆☆☆☆☆
２０１７年 ５６歳 ☆☆☆☆☆
２０１８年 ５７歳 ☆☆☆☆☆
２０１９年 ５８歳 ☆☆
２０２０年 ５９歳 ☆
２０２１年 ６０歳 ☆☆☆☆
２０２２年 ６１歳 ☆☆☆☆☆
２０２３年 ６２歳 ☆☆☆☆☆
２０２４年 ６３歳 ☆☆☆☆☆☆
２０２５年 ６４歳 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎◎

まとめ ◎◎

甘える、ということは相手を信頼して身を委ねる、ということです。
それをただの依存、自分の都合を押し付けるだけ、と勘違いされてる方が多いです。
甘えさせるほうは覚悟をもって受けとめようとしてくれています。
その覚悟に向きあうことが求められていますよ。
差し出された手を掴むことによって得られるもの、
それを無駄にしないように、最大限に活用すること。
与えられたものは微塵も残さず血肉として、
それを得たからこそ出来ることに力を尽くしてください。
丙のイメージは心地よいものではなかったですか？
いつまでも雲に隠れていないで、本来の輝きを発揮なさってくださいね。
紛う事なき、エヴァンジェリストです。役目を果たしてください。

