
今年の翔氣塾通信では旧暦の月名由来と

その月の中宮九星と月命との絡み合いによ

る予想感想をお伝えしております。

一年が始まる正月は家族 ・親族 ・友人 ・

知人が集まって仲睦まじく親しみ合う月だ

から 「睦月 （むつき）」 だとか。 桜の花の

咲く三月とは草木が旺んに成長する月だ

から 「弥生 （やよい）」 と云うだとか。

十二月は一年の終り、 総決算の月だから、

常日頃威儀を正して衆人を指導し大先生

と仰がれている方が急がしそうに走り廻っ

て用を達していることから 「師走 （しはす）」

など、 季節を表現する月名ですが、 私達

の現代暦は新暦太陽暦で旧暦より一ヶ月

ばかり早いペースで生活してしまうから現

実と季節感と月名に違和感を覚えることが

あります。

閑話休題 （それはさておき）

迎えました九月は月名 「長月 （ながつき）」

秋の夜長と言う言葉がシックリくる月名で

す。 古代中国・唐中期時代の文人韓愈（か

んゆ） の詩にこの季節 『灯火親しむべし』

の一節が我が国に伝わり、私の青年時代、

手紙などの序文に『灯火親しむ候』とか『読

書の秋』 などを使っていました。 秋が訪

れて涼しくなり夜も長くなって清々 （すがす

が） しく、 夏の酷暑の苛立ちから開放さ

れ落ち着きが戻って来て、 読書に親しん

だ。 そんな昔を懐かしく想います。

この頃では紙の書籍ではなく電子の書籍

に変化して利便化され、秋の 『夜長月 （な

がつき）』 も関係なくなったかも知れません。

翔氣塾
今月の中宮（中央の場）は七赤金星の乙・酉です。
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それにしても漫才師で芥川賞作家の又吉

さんの 『火花』 増刷を重ね一大ベストセ

ラー！！他の受賞作家の影が薄いのは

お気の毒なようです。 二 ・三の書店を歩

きましたが、 未だこの本との出逢いに恵

まれていません。 秋の夜長の読書週間

にめぐり逢いたいものです。

今年は九月八日、 二十四節気の白露で

節入り、 二十三日の秋分を経て十月八

日寒露の前日までが九月節です。

七赤金星が中宮入りで七赤の特質喜悦

豊楽運氣の月となり他の八星も 『お零 （こ

ぼ） れ頂戴』 となれば吉運なのですが、

お零れ話で終りそうです。 昔からこの九

月には二百十日 （にひゃくとうか） ・ 二百

二十日 （にひゃくはつか） と云い伝えら

れている台風襲来の多い月で、 特に近

年地球温暖化でゲリラ豪雨など、 被害多

発。 異常気象で地震まで重なり日本列

島の安泰を祈るばかりです。

この月の月命 『乙酉 （きゆう）』 干の乙 （き

のと） は木氣を象し、 五行の中で木氣の

みが有機体 （生活機能を備えて生活力

を持っているもの） で孚甲 （ふこう） を脱

いで地上に芽を出せば大氣と戦い。 地下

に根を降ろして栄養補給を図れば硬い土

石との戦に出逢う。 即ち乙（きのと）は『軋

（きし） む』 摩擦が起きる。 故に乙は上

下に両刃のある武具を象すとの説もあり、

この戦いに勝利すれば、 支の酉 （とり）

は醸 （かも） し造 （つく） られるの原字

＊ 今月の言葉

九星氣學大學  （受講料：3,500 円）
　9月 12 日 ( 土 )  、26 日 ( 土 )14 時～ 16 時　
    10 月 10 日 ( 土 )  、24 日 ( 土 )14 時～ 16 時
筆耕（実用書道）教室  （受講料：3,000 円～）
　9月 12 日 ( 土 )  、26 日 ( 土 ) 11 時～ 13 時
　10 月 10 日 ( 土 )  、24 日 ( 土 )11 時～ 13 時
塾生勉強会  （参加費：1,000 円＋お弁当代 ）
　9月 18 日 ( 金 )  19 時～ 21 時
　10 月 16 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。

九月長月（ながつき）、「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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三才観伝承學
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今月の勉強会 九星気学講座 事務局便り

でじわじわと天地の恵みを得て中宮七赤

の運氣喜悦豊楽の吉運を享 （う） けるこ

になります。

『運』 はめぐる又ははこぶと読みます。

文字の成り立ちを見ると軍をしながら前進

すると作られてあります。

諺に 『暑さ寒さも彼岸まで』 とあります。

今年もモーしばらくの辛抱です。 顔晴（が

んば） りましょう。

運を天に任せ、 一世一代の大勝負に出

ることのたとえ。

乾坤一擲 （けんこんいつてき）

汲めどもつきぬ豊かさの意味です。諦めずに行こうね♪ 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：9月24日 (木 )  / 10月22日 (木 )  　19時～21時　
（受講料：2,000 円）  ※詳しくはホームページを。

お疲れ出ていませんか？
今年の夏の翔気塾の挑戦。氣の大学代表の堀田勇気先生
とのコラボ勉強会♪ちょっと遅れています。ごめんなさ
いね。でも、諦めずに実現したいと思います。
待ってくださいね。


