
私達の暦では二月の立春が年の始めです

から八月節は一年の中間月となります。

八月八日立秋 （初めて秋の気配を感じる

頃） に節入り二十三日の中節・処暑 （しょ

しょ） 暑気ようやくおさまる頃を経て、 九月

八日白露 （はくろ） の前日までの一か月

を旧暦の月名で 『葉月 （はづき）』 と呼び

ます。

私の少年時代も八月は夏休みで近くの大

川で小魚取りや水遊び、 河原の雑草に住

み付いた珍しい小虫や、 近くの雑木材で

の昆虫探し、 親からお小遣いなど貰らえる

時代では無かったので友達仲間と一緒に

木の実 ・草の実 ・食べられるものは何で

も口に入れて遊び疲れるもと戸外の青葉の

木陰で、 当時最新式のハンモックをイメー

ジしたような木製組建式 「安楽椅子 （あん

らくいす）」 でお昼寝がその頃のおきまり

コース。

携帯もスマホも無かった原始時代の少年で

した。 風に騒ぐ新緑の青葉に昼寝の夢を

破られて目を醒ます。 そんな楽しい想い

出から 「葉月」 とは昼寝の夢を誘ってくれ

た風にそよぐ青葉が繁った八月の月名だと

長い間、 思い続けていましかが間違いで

した。

歴史研究家武田櫂太郎先生説によれば、

木々が紅葉の季を迎え落葉が始まる月「葉

落る月」 が縮って 『葉月』 となったとあり

ましたので、 旧暦の八月を万年歴で調べ

ました。

旧暦八月一日は今年九月十三日でした。

江戸時代の国学者の先生方の異説もあり
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ましたが、 それは又の機会に。

さて、

八月盤を鑑ますと八白土星中宮月命甲申

月です。

八白土星の象を人事にとれば才智多彩で

変化に富む他力による転換運氣、 改革・

立命 ・再起の星、 衰変なれど希望を抱

いて盛変す。 天干、 甲 （天の啓示） 甲

冑に身を固め常在戦場の心意氣。 地支、

申（大地の訓導）雷光・稲妻の象形文字、

閃 （きらめ） きを表わす。 八月は一年の

中間月故、 今年後半の心構えを論す盤

なり。

昭和二十年八月六日 ：世界最初の原子

爆弾、 広島に投下。 同月九日 ：二度目

＊ 今月の言葉

九星氣學大學  （受講料：3,500 円）
　8 月   8 日 ( 土 )  14 時～ 16 時　
    9 月 12 日 ( 土 )  、26 日 ( 土 )14 時～ 16 時　
筆耕（実用書道）教室  （受講料：3,000 円～）
　8 月   8 日 ( 土 )  14 時～ 16 時 13 時　
　9 月 12 日 ( 土 )  、26 日 ( 土 )14 時～ 16 時　
塾生勉強会  （参加費：1,000 円＋お弁当代 ）
　8 月 21 日 ( 金 )  19 時～ 21 時
　9 月 18 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。

八月葉月（はづき）、「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。

翔氣塾
三才観伝承學

jb

今月の勉強会 九星気学講座 事務局便り

心理学では人間は社会性の動物だと言われてま

す。 会社では上司 ・部下 ・同僚、 学校では友

達など、 多くの人と関わりながら生活しています。

いじめ、 パワハラ、 モラハラ、 体罰、ＤＶとニュース

にならない日はない。 人間関係が崩れています。

九星気学がなぜ人間関係に効くのか？

九星気学の占いで使う後天定位盤は、 周の文王

が創った後天八卦をもとに創られており、人々 （家

族） の倫理道徳が示されています。

文王は乾を父、 母を坤。 震は長男、 坎は中男、

艮を小男。 巽は長女、 離は中女、 兌を小女とし

ました。 長男の震は日の昇る東に、 日の沈む西

の陰に小女の兌を、 陽の南には火の如く活発な

中女を、 陰の北には冷静沈着な中男を配し、 こ

の震兌離坎を正位とし事にあたらせ。 父と母は隠

居し西北と西南の隅に辞し、 小男は長男の傍ら

に控え兄に代わるべき修練を重ね。 長女は母に

代わって長男の傍らに （東南） 配し家を守る。

四隅には乾坤巽艮を配置した。

この定位盤に示された智恵を学ぶことによって、

より良い人間関係を創ることが出来ます。

文王 (昌 ) は殷の紂王の家臣でありましたが、 或

る疑いから牢に幽閉され、 長男は煮殺された。 こ

の時、 易が創られました。 その後、 昌は全ての

財と領地を紂王に献上し釈放された。 釈放後も

昌は商王の忠実な臣下として使え続けた。 昌死

後、 次子の武王が紂王を倒して周王朝を建てた。

九星気学コラム

の原爆、 長崎に投下。 同月十五日 ：第

二次世界大戦。

今年終戦七十周年記念の年なり。 終戦。

形のあるものは仮の姿であり、 本質は空

であり不変のものである。

色即是空 （しきそくぜくう）

価値にむかって大きく蓄積できる月。よく考えて行動すると吉です。 10 おかげさまで
京都・下賀茂に設立 th

人間関係が楽になる！

特別講座「古事記のこころ」  講師：小野善一郎
日時：8月28日 (金 )  / 9月24日 (木 )  　19時～21時　

（受講料：2,000 円）  ※詳しくはホームページを。

皆さん夏バテしてませんか?
翔氣塾では、特別講座第２弾として、氣の大学代表の堀
田勇氣先生をお迎えしての「気功」と「気学」のコラボ
勉強会を計画してます。講座は８月下旬を予定していま
す。是非、ご参加ください。


