


Memories of the fortune-teller over astrologer Mademoiselle Love

占星術師のマドモアゼル愛に会って鑑定してもらったのは今から二十九年前位 前の

事だ。 The thing before twenty-nine years ago place from now was asked to

appraisal met Mademoiselle love astrologer. 当時、私は熊本にいて福岡に行った時

にある占い師を見て、その人を通して福岡市の天神コアビルで占い師のチャリティに行

ってみた。 At the time, I look at the fortune-teller in when I went to Fukuoka

are in Kumamoto, I went to a fortune-teller of charity in the Tenjin core

build of Fukuoka City through its people.
その時に東京から来ていたのがマドモアゼル愛と紅有里だった。 Had come from Tokyo
at that time was Mademoiselle Love and red ants. もう一人は福岡市の占い師だった
と思う。 I think the other one was a fortune-teller of Fukuoka City. マドモアゼ
ル愛と紅有里にみてもらった。 I had seen in the Love and red Yuri Mademoiselle.
紅有里は今はすでにこの世にいない。 Beni Ali now does not already have in this
world.
紅有里が言った事は、もう忘れてしまった。 That red Ari have said, I have
forgotten already. さて、マドモアゼル愛。 Well, Mademoiselle love. その頃、炎愛
という名前でどこかに書いていたのを見たことがあった。 At that time, there has
been seen a had written somewhere named flame love. 実際に見ると今の顔とは少
し違って、もちろん若いし、髪の毛もまだ普通にあった。 A little different from
the actual look and now of face, to of course young, hair also was in the
still common. チャリティ箱に五百円入れて、占いの始まり。 Put five hundred yen
to the charity box, the beginning of the fortune-telling.
マドモアゼル愛は、 Mademoiselle Love,
「あなたはふつうの職業ではだめですね。」 "It you are useless in ordinary
occupation."
とかいう事を言った。 I said that or something.
「今は何をされていますか。」 "Do we have been doing right now."
「陸上自衛隊です。」 "It's Ground Self-Defense Force."
「うん、それも普通じゃないな・・・。」 "Yeah, it is also usually'm not Do
...."
「前は壁紙の会社で働いていたんですけど。」 "I ago I was working in the company
of the wallpaper."
「それは、だめです。」 "It's useless."
とマドモアゼル愛は言うと首を横に振った。 And Mademoiselle Love shook his head
and say.
「何か金管楽器なんかやるといいですよ。」 "It's good to do something something
brass."
とアドバイスしてくれた。 Me advised.
「とにかく職業はふつうではだめです。」 "Anyway profession is useless of the
ordinary."
とか何とかも。 Even or whatever. それから私は普通のサラリーマンをやった事がない
。 Then there is no thing I've done the average salaried worker. 朝、通勤電車
に乗って会社に行ったのも合計で半年にも満たないだろう。 Morning, would not less
than six months in total also went to the company riding on the commuter
train.
そういう意味ではマドモアゼル愛の占いは当たった。 Hit the fortune-telling of
love Mademoiselle in that sense. もしかして、そのアドバイスを実行したのかも、と



love Mademoiselle in that sense. もしかして、そのアドバイスを実行したのかも、と
も思えるが、やはり自衛隊をやめても普通といえる職業にはつかなかったので占星術は
当たるのだ。 Did you mean, maybe you ran the advice, seemingly, but he
astrology hits I did not stick to the profession that it can be said that the
usually even still stop the Self-Defense Forces. まあ、楽器は何もしませんでした
。 Well, the instrument did not do anything. だからアドバイスは実行していないわ
けだが。 So advice but I mean not running.
 
それから十二年くらいたって、あるところにあったマドモアゼル愛の通信鑑定に Then
standing about twelve years, to the communication appraisal of Mademoiselle
love that was in a certain place
申し込んでみた。 Tried signed up. 郵便で鑑定は送られてきたが、その中に
Appraisal by mail has been sent, but in the
「あなたには億万長者の星があります。」 "There is a star of you to the
millionaire."
と書いてあった。 It was written with. その時も、現在も億万長者という状態には程
遠いのだが、私も少しは占星術はわかるので、その占断はわかります。 Also at that
time, but it is far from the state that the current also billionaire, because
I'm also a little astrology can be seen, the Uranaidan will find. が、時期は特
定してなかったし、私もいつかはわからない。 But, to the time it did not



定してなかったし、私もいつかはわからない。 But, to the time it did not
identify, I do not even know someday.
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