
十月、 神無月（かんなづき）
学研新漢和大辞典によりますと陰暦十月
の別名。
八百万 ( やおよろず ) の神々が、 出雲 （い

ずも） 大社に集まり地方に神様がいなくな

ることから。 とか、 雷の無い月からとか。

新穀 （しんこく） で酒を醸成（かみなし）
する月であることからともいわれているとあ

りました。

日本全国の神様が出雲大社に集合されま

すので出雲では神在月（かみありづき）
だそうです。

徒然草（つれづれぐさ）の作者吉田兼

好は 「この説には根拠がない ! ！」 だっ

たら！ ! 伊勢神宮に集まる月があってもい

いはずだ！ ! と異論を唱えていたそうで

す。

私が子供の頃、 村の古老の話では、 出

雲大社の神様は縁結びの神様で良縁を願

う人々が全国から集まり出雲の神様だけで

は縁結び作業が間に合わないので日本国

中の神様にお願いをして手伝って貰らって

いるそうだ。

念の為、 広辞苑で調べてみると毎年十月
に全国の神々が出雲に集まり男女の縁
を結ぶと云う俗伝から男女の縁結びの
神とありました。 村の古老の話どおりでし

た。

近年、 皇族と出雲千家との御良縁相い斉

い。 兎角、 伊勢と出雲の隠された歴史物

語が世上に流されている現代、 明るいお
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芽出たいニュースでありました。

さて、十月八日二十四節気寒露 （かんろ）

で節入り、二十四日の中節霜降 （そうこう）

を経て十一月八日立冬の前日までが十

月節です。

この月の天の啓示、十干は丙 （ひのえ）。

大地の訓導十二支は戌 （いぬ）。

音読みして丙戌 （へいじゆつ）。 九星で

は六白金星中宮月となります。天干丙（ひ

のえ） は上部横の一陽が今まさに陰の囲

いに入らんとする。

その一瞬を物語る会意文字で、 丙は火

（ひ） の兄 （え） であることから燃える炎

の勢いの強いことを表し、 炎が高く燃え

上ることによって総ての事象が明らかにな

ると暗示し、 地支戌 （いぬ） は戊 （つち

のえ） と云う刃物で刈りて中の横一陽印

でひとまとめにすると云う合意より収穫す

るから茂るに通じますが、一説では滅 （め

つ） の原字でもあるとあるとあるので茂に

しても滅にしても中宮六白金星の定位乾

宮の象。 天徳 （てんとく） を以って事に

当たれば人望を得て安泰な月となるで

しょう。

但し六白中宮では必然的に定位乾宮は

暗剣殺に犯されます。

特に注意すべきは七赤金星在泊ですか

ら自他を問わず舌禍に慎重。

尚、 今年乙未歳三碧木星中宮年の象意

はお忘れなく！！

＊ 今月の言葉

九星氣學大學  （受講料：3,500 円）
　10 月 24 日 ( 土 ) 14 時～ 16 時　
    11 月 14 日 ( 土 )  、28 日 ( 土 )14 時～ 16 時
筆耕（実用書道）教室  （受講料：3,000 円～）
　10 月 24 日 ( 土 )  11 時～ 13 時
　11 月 14 日 ( 土 )  、28 日 ( 土 )11 時～ 13 時
塾生勉強会  （参加費：1,000 円＋お弁当代 ）
　10 月 16 日 ( 金 )  19 時～ 21 時
　11 月 20 日 ( 金 )  19 時～ 21 時　

鑑定士コース （50時間）
プロの鑑定士を目指す人にお勧めです。

通信コース （50時間）※スカイプ使用
講座内容は鑑定士コースと同じです。

趣味コース （90分×全 5回）
九星気学を趣味で学びたい人にお勧めです。

十月、神無月（かんなつき）「九星と十干」の解説

東京都世田谷区太子堂２-１-１-204 
03-5430-7476

天・地・人の考え方をもとに九星気学の「占術」と「理」を学ぶ教室です。
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今月の勉強会 九星気学講座 事務局便り

※ 韓詩外伝

中国、 前漢の韓嬰 ( かんえい ) の著。 10 巻。 『詩

経』 の章句に関連して故事、 逸事、 伝承を記述し

た書物。 韓嬰は生没年未詳、 燕の人で、 前漢の

文帝、 景帝に仕えた。 『斉詩』 『魯詩』 とともに、

秦の焚書ののち、 漢代に 『詩経』 を伝えたいわゆ

る 「三家詩」 の一つである 『韓詩』 を伝える家で、

その注釈書である 『韓詩内伝』 と本書とを著わした

が、 内伝は亡失して本書だけが伝わった。

出典｜ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典  

心がかたよらず、 少しも私心をさしはさま

ないこと。

出典 ： 『韓詩外伝 （かんしがいでん）※』

公平無私 （こうへいむし）

小さな力でも一致団結すると大きな成果が生まれます。 10 おかげさまで
京都・下賀茂に設立 th

特別講座「古事記のこころ」  講師：小野善一郎
日時：10月22日 (木 )  / 11月26日 (木 )  　19時～21時　
（受講料：2,000 円）  ※詳しくはホームページを。

易学鑑定士の資格取得者を対象とした補習を、不定
期ですが月１回行っております。年内は 10 月と 11
月の 2回です。時間は午後 2時から２時間。講師は
木村星翔先生。参加費は無料です。参加希望の方は
事務局までご連絡ください。

● 東洋易学学会、日本表札相学協会・東京支部


