ذﻛﺮ ﻳﺎت اﻟﻌﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺠﻢ آ ﻧﺴﺔ اﻟﺤﺐ
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
 .وﻃﻠﺐ اﻟﺸﻲء ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮ ﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ وﻗﻌﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻵن ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﻰ آ ﻧﺴﺔ ﻣﻨﺠﻢ اﻟﺤﺐ 。事だ
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
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،أ ﻧﺎ أ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاف ﻓﻲ 。神コアビルで占い師のチャリティに行ってみた
ﺣﻴﻦ ذﻫﺒﺖ اﻟﻰ ﻓﻮﻛﻮﻛﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻛﻮﻣﺎﻣﻮﺗﻮ ،ذﻫﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاف اﻟﺨﻴﺮ ﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻮاة ﺗﻴﻨﺠﻴﻦ ﻣﻦ
.ﻣﺪ ﻳﻨﺔ ﻓﻮﻛﻮﻛﺎ ﻣﻦ ﺧﻼ ل ﺷﻌﺒﻬﺎ
 。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ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎن آ ﻧﺴﺔ اﻟﺤﺐ واﻟﻨﻤﻞ اﻷﺣﻤﺮ  。もう一人は福岡市の占い師だったと思う .أﻋﺘﻘﺪ أن
اﻵﺧﺮ اﻟﻌﺮاف ﻣﻦ ﻣﺪ ﻳﻨﺔ ﻓﻮﻛﻮﻛﺎ  。マドモアゼル愛と紅有里にみてもらった .ﻛﻨﺖ ﻗﺪ رأ ﻳﺖ ﻓﻲ
اﻟﺤﺐ واﻷﺣﻤﺮ ﻳﻮري آ ﻧﺴﺔ  。紅有里は今はすでにこの世にいない .ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﻵن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪ ﻳﻚ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ .
 。紅有里が言った事は、もう忘れてしまったوﻗﺎ ل إن آري اﻷﺣﻤﺮ ،ﻟﻘﺪ ﻧﺴﻴﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ さて、 .
 。マドモアゼル愛ﺣﺴﻨﺎ ،اﻟﺤﺐ آ ﻧﺴﺔ 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ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻛﺎن ﻫﻨﺎك رأ ﻳﺖ ﻛﺎن ﻛﺘﺐ اﻟﺤﺐ ﻟﻬﺐ ا ﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ 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
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻵن ﻣﻦ وﺟﻬﻪ ،ﻟﺒﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﺸﻌﺮ أ ﻳﻀﺎ ﻓﻲ زاﻟﺖ ﺷﺎﺋﻌﺔ チ .
 。ャリティ箱に五百円入れて、占いの始まりوﺿﻊ  500 ¥إﻟﻰ ﻣﺮﺑﻊ اﻟﺨﻴﺮ ﻳﺔ ،ﺑﺪا ﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﻬﺎ ﻧﺔ .
 、マドモアゼル愛はآ ﻧﺴﺔ اﻟﺤﺐ،
」" 「。あなたはふつうの職業ではだめですねوأ ﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﻳﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻼ ل اﻟﻌﺎد ﻳﻴﻦ ".
 。とかいう事を言ったﻗﻠﺖ ذﻟﻚ أو ﺷﻲء .
」" 「。今は何をされていますかﻫﻞ ﻛﻨﺎ ﻧﻔﻌﻞ اﻵن ".
」 「。陸上自衛隊ですواﺿﺎف "ا ﻧﻬﺎ اﻷرﺿﻲ ﻗﻮات اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺬاﺗﻲ" .
」 " 「。・・・うん、それも普通じゃないなﻧﻌﻢ ،ﺑﻞ ﻫﻮ أ ﻳﻀﺎ  usually'mﻻ ﺗﻔﻌﻞ ". . . .
」" 「。前は壁紙の会社で働いていたんですけどأ ﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﻛﻨﺖ أﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ ".
」" 「。それは、だめですﻻ ﺟﺪوﻯ" .
 。とマドモアゼル愛は言うと首を横に振ったوﻫﺰت آ ﻧﺴﺔ اﻟﺤﺐ رأ ﺳﻪ و ﻳﻘﻮ ل .
」" 「。何か金管楽器なんかやるといいですよإ ﻧﻪ ﻷﻣﺮ ﺟﻴﺪ أن ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺷﻴﺌﺎ اﻟﻨﺤﺎس" .
 。とアドバイスしてくれたﻟﻲ ﻧﺼ ﺢ .
」" 「。とにかく職業はふつうではだめですﻋﻠﻰ أي ﺣﺎ ل اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮف ".
 。とか何とかもﺣﺘﻰ أو أ ﻳﺎ ﻛﺎن  。それから私は普通のサラリーマンをやった事がない .ﺛﻢ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﻲء ﻗﻤﺖ ﺑﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎدي ﺑﺄﺟﺮ 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اﻟﺼﺒﺎح ،ذﻫﺐ ﻟﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع أ ﻳﻀﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ رﻛﻮب ﻗﻄﺎر رﻛﺎب .
 。そういう意味ではマドモアゼル愛の占いは当たったﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺎ ﻧﺔ اﻟﺤﺐ آ ﻧﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻻﺗﺠﺎه 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ﻫﻞ ﺗﻘﺼﺪ ،رﺑﻤﺎ
ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﻮرة ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻨﺠﻴﻢ اﻟﺰ ﻳﺎرات ﻟﻢ أﻛﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻘﻮ ل أن ﻋﺎدة ﻻ ﻳﺰا ل ﺣﺘﻰ وﻗﻒ ﻗﻮات اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺬاﺗﻲ 。まあ、楽器は何もしませんでした .
ﺣﺴﻨﺎ ،ﻟﻢ اﻟﺼﻚ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ أي ﺷﻲء  。だからアドバイスは実行していないわけだが .ﺣﺘﻰ
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ وﻟﻜﻦ أ ﻧﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ .
 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ﺛﻢ ﻳﻘﻒ
ﺣﻮاﻟﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ،إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺤﺐ آ ﻧﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎ ﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ
 。申し込んでみたﺣﺎو ل وﻗﻌﺖ  郵便で鑑定は送られてきたが、その中に .ﺗﻢ ار ﺳﺎ ل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮ ﻳﻖ اﻟﺒﺮ ﻳﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ
」 「。あなたには億万長者の星がありますوﻗﺎ ل "ﻫﻨﺎك ﻧﺠﻢ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮ ﻧﻴﺮ" .

」 「。あなたには億万長者の星がありますوﻗﺎ ل "ﻫﻨﺎك ﻧﺠﻢ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮ ﻧﻴﺮ" .
 。と書いてあったوﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻣﻌﻪ 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أ ﻳﻀﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ
ﻳﺰا ل ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻠﻴﺎرد ﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ أ ﻳﻀﺎ ،ﻷ ﻧﻨﻲ أ ﻧﺎ أ ﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ
 が、時期は特定してなかったし、私もいつかはわからاﻟﺘﻨﺠﻴﻢ ،و ﺳﻮف ﺗﺠﺪ Uranaidan.
 。ないوﻟﻜﻦ ،إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ،وأ ﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷ ﻳﺎم .
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