


�موجن  Mademoiselle دا���  �� رل��  - �تمسق شوخ  �دا�ز  �س  تبحم   ��

ص�خشت لاوس  �ل��  �س  ��ج   �� �ل��  لاس  س�تنا  �س  با   Mademoiselle س� �موجن  تبحم   ��
ا�ت ا��  ا��  �ئل   �� �نر�  تاقالم  . 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。 تقو
�� سا  �ن  ��م  و���د  فرط   �� رل��  - �تمسق شوخ  ��م  بج  ا��  ال�  ��م  ا�و�وف  �ن  ��م  ��م ،
ا�� سا�   �� �موجن  ��ا   �� �قدص  ��م  ر�معت  رو�  نجن�ت   �� ر�ش  ا�و�وف  �ع�رذ   �� ماوع 
��� ��م  وتومامو�  ،.
ا�آ �س  و��و�  تقو  سا   。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
。もう一人は福岡市の占い師だったと思う . ��ن�� خرس  روا  تبحم   ��  Mademoiselle ا�ت

マドモアゼル愛と紅 . �� ات�ل  ا�ت  رل��  - �تمسق شوخ  ��ا   �� ر�ش  ا�و�وف  ��ا  �رسود  �ن  ��م 
紅有里 . ا�ت ا���د  ��م   ��  Mademoiselle رو�� خرس  روا  تبحم  ��م   。有里にみてもらった

. �� ���ن  ��م  ا�ند  سا   �� �س  �ل��  با  �لع  �ن�ب   。は今はすでにこの世にいない
�ئ� لو�ب   �� �ل��  �ن  ��م  ا��  �ر�ا ، لال  �و   。紅有里が言った事は、もう忘れてしまった

その頃、炎愛とい . تبحم  ��  Mademoiselle، س�و�  。さて、マドモアゼル愛 . �� ا��   ���
دزمان  ���� ا��ل  ا��  ��ا  تقو ، سا   。う名前でどこかに書いていたのを見たことがあった

実際に見ると今の顔とは少し違って、もちろん若 . �� ا��  ا���د  ���ن  تبحم  �لعش  ا�� 
�ر�� با  روا   �� فلتخم  �س  تئ��  لصا  اس  ا�و��  ��ا   。いし、髪の毛もまだ普通にあった

チャリティ箱に五百円入れて、占 . ا�ت �رتشم  �ت  ��با  ��ب  و�  �ولاب  ، �� ناوجون  سرو�  ، ��
. و��ر زاغآ   ��  ��� �تمسق  شوخ  ن� ، وس  �نا�  �ئل   �� س�اب  �قدص   。いの始まり

، تبحم  ��  マドモアゼル愛は、 Mademoiselle
." ��� را��ب  ��م  �ضبق  ماع  و�  �آ   �� " 。「 あなたはふつうの職業ではだめですね」

. ا�� روا   ��� ا�   ��  �� ات�ل  ��جم   。とかいう事を言った
." �� ا��  ا�د  ر�   ���� با  م�  ا��  "  。「 今は何をされていますか」

." �� سروف  سنف��  فل�س  �نؤار�   �� " 。「 陸上自衛隊です」
��  usually'm ن��� ما�  ��ب   �� �ا� ، �ج  " ・・・。「 うん、それも普通じゃないな」

...."
��م �تاس   �� ر���  لاو  ��م  �ل��  ��م  " 。「 前は壁紙の会社で働いていたんですけど」

." ا�ت ا�ر  ر�  ما� 
." �� را��ب   �� " 。「 それは、だめです」

روا ا�ال�  رس  ��م  تبحم   Mademoiselle روا  。とマドモアゼル愛は言うと首を横に振った
. ��� �ت�� 

." �� ا��ا  انر�  اس�ا  لت��   ���  ���  �� " 。「 何か金管楽器なんかやるといいですよ」
. ا�د �روشم  ��جم   。とアドバイスしてくれた

." �� را��ب  �س  ماع  �ش��  ��ب  �س�و  " 。「 とにかく職業はふつうではだめです」
それから私は普通のサラリーマンをやった . ��ب  ��� وج  ا�   �� �ت  �ا��   。とか何とかも
朝、通勤電車 . �� ���ن  تاب  �ئو�   �� ا��  �ن  ن�را�  راد  �اوخنت  طسوا  ��م  ر��   。事がない
�� م�  ���ن  ��م  ل�  �ننرام ،  。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

. ��ت �ئ�  �ئل   �� �ن�م�  راوس  ر�  ن�ر�  رفاسم  ��ب  ا�  �ر�  �ام 
Mademoiselle تبحم ��م  �نعم  سا   。そういう意味ではマドモアゼル愛の占いは当たった
もしかして、そのアドバイスを実行したのかも、とも思え . ورام  ��� �تمسق  شوخ   ��  ��
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

ش�توتس �ن  �و�نا  ن��ل  ا�� ، �ا�ب  ر�اظب  �روشم ، و�  �آ  د�اش  ، �� بلطم  ا�  �آ   。のだ
�� �ور  ���ن  ��ب  با  ��ب  �س  سا  ر�  روط  ماع   ��  �� ا�ت  ���ن  ان�ر  �ش��  ��م  تاد�اشم 

��� �لآ  �س�و ،  。まあ、楽器は何もしませんでした . �� ات�س  اج  ا��  زسروف  سنف��  فل�س 
���ن ��م  ن��ل   �� �روشم  وت   。だからアドバイスは実行していないわけだが . ا�� ���ن 

. بلطم ل� 
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ر��  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
، �ئل  �� �نر�  ص�خشت   �� تالصاوم   �� را��   ��  Mademoiselle �� ا�ت  ��م  ��ج  صوصخم  ��ا 

���� در�و�  لاس  �راب 
�� ل�م   郵便で鑑定は送られてきたが、その中に . ا�� �ا  نئاس  ششو�   。申し込んでみた

��م سا  ن��ل  ، �� ا��  ا�د  ج��ب  ص�خشت  �س  فرط 
." �� �راتس  ��ا  ا�  �آ  �ئل   �� �نر�  س�ا  س�ا  " 。「 あなたには億万長者の星があります」
その時も、現在も億万長者という状態には . �� ا��  ا��ل  �تاس   �� سا   。と書いてあった
، تقو سا  ��ب   。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
ملع اس  ا�و��  ��ا  ��ب  ��م  ��نو��  �س ، �ت�  برا  ��ب  �دوجوم   ��  �� تسا�ر  �ت  با   �� ن��ل 

が、時期は特定してなかったし、私も . ا� �ئاج  لم   Uranaidan، و�� ات�س  اج  ا���د  موجن 
. �تناج ���ن  ند  �س�  ��ب  �ن  ��م  ، �� ���ن  ��دناشن   �� تقو  ن��ل ،  。いつかはわからない
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