Kokomi’s

Jyotish Guide

Jyotish Guide ジョーティッシュガイド

ジョーティ（Jyoti）というサンスクリット語（古代インド語）は知
識としての「光」を意味し、このジョーティッシュガイドがあなた
の人生の足元を照らす道しるべになれば幸いです。
これを参考に、これからのすばらしいシンデレラストーリーを切り
開いて頂ける事を心より願っております。
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～出生データー～

中村
誕生日

心美

２００５年

出生時刻

７月

生れた場所

７：２６
静岡県函南町
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２６日

～Nature and Temperament～
1

- A person born under Leo will have royal traits.

2

- The person will perform everything with decorum and in a
very large scale.

3

- She will be frank, clean at heart and liberal.

4

- She will generally be liberal and generous, occasionally
however she may be narrow minded.

5

- She will have natural qualities of leadership and organizing.

6

- She will be ambitious and will have an acute aim in life to
keep progressing.

7

- Her style of living will be of modest and good standards. She
will always wish to be the center of attraction.

8
9

- She will love freedom but not impertinence.
- She will have the amazing power of forgiveness and
forgetting in spite of being extremely enraged.

10 - She will be fearless, extremely bold and aggressive but will
fight for a just cause.
11 - She will not like to be subordinated.
12 - She will have the power to accomplish all work undertaken
with faith and devotion. However, occasionally she may
undergo spells of lethargy and leave her work altogether.
13 - She will be peace loving and will try to live happily in every
situation.
14 - She will be pious, charitable, energetic and self-respecting.
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～性質と気性～
１－しし座生まれは、王者の気質を持つ。
２－あらゆることを、礼儀正しく、非常に大きなスケールで、振舞
う。
３－素直で、心のそこから清潔で、寛大である。
４－概して、寛大で、気前よいが、時には気持ちが狭くなる。
５－生まれつき、リーダーシップがあり、人を纏める品格がある。
６－大望があり、生涯前進し続ける鋭い目標がある。
７－生活スタイルは、控えめで、好ましい。常に注目の的になりた
がる。
８－束縛されたくないが、でしゃばりではない。
９－驚くほど寛容で、怒りを忘れさせる。
１０－恐れるものがなく、大胆で、積極的だが、もっともな理由で
は争う。
１１－人の部下になることは嫌う。
１２－信頼と献身で引き受けた事業は、完遂する力を持っている。
しかしながら、時には脱力感を味わい、仕事を投げ出すこと
もある。
１３－平和を愛し、あらゆる状況で、楽しく生きようと心がける。
１４－信心深く、慈悲深く、精力的で、自尊心が強い。
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～Useful Information～
Your main Sentence
I shall do.
◇
Your biggest Talent
Immenseness.
◇
Your biggest Weakness
Arrogance.
◇
Your Ambition
Social status.
◇
Lucky Day
Sunday.
◇
Lucy Colour
Yellow,Orange,Golden is lucky.
◇
Lucky Number
1
◇
Lucky Stone
Ruby,Yellow Topaz and Emerald.
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～役に立つ情報～

あなたの特徴
私はやります
◇
あなたの最大の才能
無限
◇
あなたの最大の弱点
横柄
◇
あなたの野望
社会的地位
◇
ラッキーディ
日曜日
◇
ラッキーカラー
黄色、オレンジ、金色
◇
ラッキーナンバー
1
◇
ラッキーストーン
ルビー、イエロートパーズ、エメラルド
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～General～
Your life will be characterized by fortune and happiness.

You

will seize any method for a life without fears and dangers. Life
tends to go through phases of ease and struggle. Your physical
strength undergoes marked fluctuations during different phases
of

your

life.

Your

childhood

was

faced

with

difficult

circumstances.
Though you are gentle, sympathetic and compassionate, these
virtues do not help you in a worldly sense. Life seems unkind to
you at times. Some opportunities in life may be lost due to
insufficient communication, or shyness in coming out in the open
about your interest. Responsibilities you never knew about may
crop up unexpectedly. Your life force is vulnerable, and your life
may go through at least one time where the integrity of your life
is threatened.
Sunday is a lucky day for you and one is a lucky number.
Your actions tend to be supported by good luck.
that looked good may prove to be futile.

Opportunities

You are seldom without

funds and usually can afford to do what you want. You have
exceptional good fortune, something you have earned in previous
lives. You may have poor luck with finances, particularly finances
that are due to you from other people. You'll be lucky in life,
financially fortunate, and will gain great happiness from your
siblings and your grand-children. Life has been fortunate for you.
There is a natural attraction to improve your life by moving away,
and going to other countries.
Your writings may at times land you in trouble. In your life
you may have associations with places of seclusion like hospitals,
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prisons or asylums.

Try to avoid all kinds of indebtedness.

Beware of all legal business contracts. You must take care to
avoid rough, low, criminal types as you tend to pick up everybody
else's stress. In order to escape vicious circles, you may find that
selfless service to those in need will give you more than you
bargained for. You may get fulfillment for your need for comfort
by seeking out and assimilating knowledge - philosophical or
religious - that expands your horizon and makes you feel at home
with the knowledge.
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～総

評～

あなたの人生は、幸運と幸福により特徴づけられる。
あなたは、不安も危険もなく、いかなる方法でも人生を掴み取るこ
とができる。人生は安易と苦闘の連続だ。あなたの肉体の強さが、
あなたの人生の違った面で現れる変動を、経験する。子供のころは
違った状況に出会っていた。
あなたは、優しく、思いやりがあり、哀れみ深いけれども、これら
の美徳は世界のどこにいてもあなたの助けにはならない。人生は常
にあなたにとって非情だ。人生でいろんな機会が、コミュニケーシ
ョンが不十分であり、あなたの興味が恥ずかしさのために外に判ら
ず、見落とされている。気づかない責任が思いがけなく生じる。人
生は、傷つきやすいのだ。あなたの人生の誠実さが脅かされる事が、
少なくとも一度はある。運命の手にかかれば、あなたは玩具か操り
人形のようなものだ。
日曜日があなたの幸運日であり、１がラッキーナンバーだ。
あなたが行動を起こせば幸運にサポートされる。
よく見える機会は、えてして、無駄なものだ。
資金がないことはなく、普通はしたいことができる。あなたは、前
世で儲けた何か、例外的な幸運を持っている。財政的に運が悪いこ
とがあるかもしれないが、それは特に他の人からあなたに支払われ
るべき資金だ。あなたは財政的に運が良く、兄弟姉妹からか、孫達
から大きな幸運を得る。人生そのものが幸運なのだ。あなたの人生
を改善するのは、動くことで、魅力のあることで、外国へ行くこと
だ。
あなたにとって、執筆は問題だ。生涯で、病院とか、監獄とか、保
護施設のような隔離された場所に厄介になるかもしれない。
あらゆる負債は避けなさい。法的な事業契約は気をつけなさい。大
雑把な、程度の低い、刑事上の事項を避けなさい。あらゆる人のス
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トレスを引き受けることになります。悪意のある集まりから逃れる
ために、無欲のサービスをしてくれる人を探しなさい。あなたは、
あなたの見識を広め、家に居てほっとできるような、哲学的な或い
は信仰上の知識を探し出し、消化吸収することにより、安定を求め
たい気持ちを成就できるかもしれない。
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