


更新しました。2016/09/20

2016/09/20午後9時14分
 
ナイトウォーカーの異名をもつシリアルキラー

リチャード・ラミレスさんを追加しました。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝

 
2016/07/31午前8時28分
相模原の殺傷事件の容疑者の人のホロスコープ追加。

出典はフェイスブックだそうですが、未確認なので、その点は割り引いておいてください。

 
ときど聞かれるのですが、

 

犯罪者になると決まっているホロスコープってあるの？

 
 

やめたまえ。

 

そんなものはないんですよ。

 
 

そういう発想は、大昔の優生保護法や、

この相模原の容疑者の人のような発想に繋がりますので、

いますぐあらためたまえ。

 
まあ、ここに実例があるように「犯罪者のホロスコープ」は確かにありますが、

同じ日にうまれた人は似たホロスコープをもっているわけですし、

年代が違っていても似たホロスコープをもつ人もたくさんいるはずです。

でも、全員同じようなことをするか？

そんなことするわけないだろう？

ま、そんな感じで付け加えるなら、おなじような理屈になりますが、

結婚できない、出世できない、不幸になるホロスコープなんてものもありません。

ということで、まあひとつ、よろしくおねがいいたします。

 
 



 



リチャード・ラミレス(米)/ナイトウォーカー連続殺人

カラパイア：アメリカのシリアルキラー、リチャード・ラミレスが獄中から返信したアンケートの回答

Wikipedia

 
連続殺人犯リチャード・ラミレス（1960年2月28日 -2013年6月7日53歳没 ）
1984年4月から1985年8月にかけ、LA郊外を中心に無差別に民家を襲撃し、

暴行、強盗など悪魔崇拝者と標榜した残虐な犯行で13人を殺害。

1989年9月から24年間を死刑囚監房で過ごした。

ファンクラブを持つ人気者であり、1996年10月ファンの女性と獄中結婚をした。

 
たしかに、モテそうです。

 
 
 
チャートはこちらからお借りしてます　astrodatabank　

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52225257.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%82%B9
http://www.astro.com/astro-databank/Ramirez,_Ricardo


 
RATING-AA　生家は厳格なクリスチャンだったから。キリスト教圏では、出生時間と洗礼日時を

教会に記録する式まりがあるそうですの。

それで、彼も少年時代に聖書研究会にでたりしていたんですね。

それで聖書の中の悪魔に惹かれ、悪魔崇拝に傾倒していったといいます。



聖書を読んで父なる神でも申し子イエスでもなく、天使でもなく悪魔に惹かれる人もいる・・・

という、

人間の精神構造の不可思議さ、多様さに、ある意味でメカラウロコ・・・。

 
 
 
 



 
 
唯我独尊

自分大好き

なぜシリアルキラーなのか？っていうのは謎だけど、



このひと、カルト教祖でもいけただろうなっていう・・・

そして、そのほうが脅威になったかもしれない、という。

 
 
うお座の水星とドラゴンテイルが合。

土星がほとんどノーアスペクト

 
犯罪とは関係が、

これはたぶん、何度かしゃべったり、書いたりしてるのだけど、

ホームヘルパー時代に、いて座30度「法王」に惑星を持つ人を何人か担当していた。

自分の欲求に正直で、人を人とも思ってないのではないか？という尊大な態度をとる人たち。

ありがとうくらいは言うけれど、自分のために人が動いていても当然というような、わるびれな

い態度。

それのせいで何度も死にかけているのに、酒タバコをやめない、暴飲暴食をやめる気もない。

それで早死したひと。

でもさー、憎めない感じのひとたちなんだよね・・・。

 
もうひとつ、

月のうお座30度「巨大な石の顔」

個人天体がこの度数のひとは、その部分が自覚しにくいという、

そういう感想をよく聞きます。

12番目の最後のまとめの終わりの終わり、

春分点の目覚めのおひつじ座の直前で、寝落ちしている・・・

そんな感じもしないではないですね。

 
 
 



相模原障害者施設殺傷事件

 
相模原障害者施設殺傷事件

 
1990/01/20(時間不明、相模原生まれ)

 
 
 
太陽やぎ30度「秘密のビジネス会議」

月 さそり14度の前後

水星やぎ10度「「手からえさをもらうあほうどり」

金星やぎ28度「おおきな養鶏場」

火星いて24度「家のドアにとまっている青い鳥」

木星かに3度「毛深い鹿を連れた毛皮の男」

土星やぎ18度「The Union Jack.」
天王星　やぎ7度「力のあるベールに包まれた預言者」

海王星　やぎ13度「火の崇拝者」

 
冥王星 　さそり18度「豪華な秋色の森」

 
 
 

２６日午前２時４５分ごろ、相模原市緑区千木良の知的障害者施設「津久井やまゆり園

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%96%BD%E8%A8%AD%E6%AE%BA%E5%82%B7%E4%BA%8B%E4%BB%B6


」にナイフを持った男が侵入し、暴れていると１１０番があった。(時事ドットコム)
 
トランジットの天王星が、ネイタルの火星に120度で干渉してます。

これはけっこう刺激が強いのでしょうね。

 
 
プログレス太陽がみずがめ座にあり、トランシットのさそり火星と90度。

みずがめ27度「スミレで満たされた古代の陶器」

さそり28度「自分の領土に近づく妖精たちの王」

サインは25.26度で成熟し完成した果実を味わい、

27で次のサインの予兆を感じ28で次のサインへの進化の抜け道を探りだす・・・。

 
やぎ座の野心、正義感、権威主義が純粋培養されると、こういう形で爆発するケースもあるの

かなぁ・・・

 
 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016072600046&g=soc


アメリカ・オーストラリア

テキサスタワー乱射事件1966年8月1日銃乱射事件WIKIリンク

 
①　チャールズ・ジョセフ・ホイットマン

astrodatabankリンク

　http://www.astro.com/astro-databank/Whitman,_Charley

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC%E4%B9%B1%E5%B0%84%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://www.astro.com/astro-databank/Whitman,_Charley


 
事件当時は犯行の舞台となったテキサス大学で建築学を学ぶ大学院生だった

事件の前に、母と妻を殺害(悲しませたくないという理由で)
遺書には死後に自分を解剖することを希望し、事件の動機は書かれておらず、

父親への怒りが綴られていた。

父宛、弟宛の遺書が残されており、父宛の遺書は公開されていない。



 
生い立ち

裕福な中流上層家庭で何不自由なく育つが、

父親は厳しく体罰もあり父子関係は悪かった

 
成績優秀スポーツ万能、音楽の才能を示すなど、恵まれた少年時代

性格は穏やかで快活。

愛想よく陽気で子供好き「模範的なアメリカの好青年」

アメリカ海兵隊で一級射手の資格を取ったのち除隊

 
特記

事件後の司法解剖により、脳の視床下部に腫瘍が発見された

この腫瘍が脳の扁桃核を圧迫し、暴力衝動を誘発していたとも考える

 
ASCおうし4度「虹にある金の壺」

MCやぎ23度「戦争の勇敢さをたたえる2つの賞」
太陽かに3度「毛深い鹿を連れた毛皮の男」
月ふたご27度「時代遅れの井戸」
水星かに15度「食べ過ぎを楽しんだグループの人々」
金星かに20度セレナーデを歌うゴンドラ乗り」
火星うお26度「影響を分割する新月」
木星ふたご7度「時代遅れの井戸」
土星おうし24度「馬にまたがり骸骨の締め具をつけたインディアン」
キロンしし1度「脳溢血の症例」
天王星おうし29度「テーブルで仕事をしている2人の靴職人」
海王星おとめ25度「手入れの行き届いた大きな公共の公園」
冥王星しし4度「正装した男と角を刈られた鹿」
ドラゴンヘッドおとめ27度「お茶会をしてる小婦人たち」

 

ポートアーサー乱射事件概要WIKIリンク

 
②　マーティン・ブライアント

 ホロスコープastrodatabankリンク　http://www.astro.com/astro-databank/Bryant,_Martin

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://www.astro.com/astro-databank/Bryant,_Martin


 
ASCうお25度「聖職者の粛清」
MCいて24度「家のドアにとまっている青い鳥」
太陽おうし16度「神秘を暴露するために虚しい努力をする老いた男」
月おひつじ14度「男と女のそばでとぐろを巻くヘビ」
水星おうし10度「赤十字の看護婦」
金星ふたご26度「森の中の冬霜」
火星てんびん18度「逮捕された二人の男」



火星てんびん18度「逮捕された二人の男」
木星かに28度「現代のポカホンタス」
土星おひつじ8度「東風になびくリボンのついた大きな帽子」
キロンうお29度「プリズム」
天王星おとめ21度「女子バスケットボール部」
海王星さそり24度「一人の男の話を聞くために山から降りてきた群衆」
冥王星おとめ19度「水泳競争」
ドラゴンヘッドおうし7度「サマリアの女」

 
１９９６年４月２８日の日曜日午後１時３０分頃、タスマニアの観光地ポート・アーサー

 
ブライアントは知り合いを訪ね、招き入れた知り合い夫婦を射殺

その後、黄色いボルボに乗り、

カフェに向かいオープンカフェでランチを済ませると、

今日は白人客が少ないなとつぶやきながら、

店内に入りライフルを乱射

約９０秒で２０人が死亡し１２人が負傷
 
店を出たところで、駐車場に停まっていた観光バスに銃撃
運転手と観光客２人が死亡
 
そして、またボルボに乗り、車の中から通りすがりの人々に発砲

途中、ＢＭＷに乗った３人の男性を射殺し、そのＢＭＷに乗り換えた
 
スタンドに入り、そこにいたカップルの女性を射殺
残った男性を人質に拉致し
最初に夫婦を殺したコテージに戻り籠城した
コテージの持ち主は、銃器コレクターだったため

銃器類と弾薬は豊富にあった

 
翌朝、コテージから火が出て、ブライアントが外に飛び出しあっさり逮捕。
人質の男性は殺されていた。

３５人が死亡、１５人の重軽傷者。
 
 
 生い立ち

子供時代のブライアントはＩＱが低く、自閉症であったという

小学生で、家族旅行中に父親が自殺するという悲劇に遭う

その後、

父親の友人だった変人で有名な金持ち夫人が

ブライアントのパトロンになり生活の面倒を見てもらっていた



 
夫人の死後、多額の遺産、不動産などを相続

 
 
犯行は、計画的(現場の下見、銃器の確保など)で残虐性あり、
仮釈放なし３５回の終身刑という判決が下ったが、
今をもってその動機は不明のままであるという

 コロンバイン高校銃乱射事件概要WIKILink
 
コロラド州ジェファーソン郡立コロンバイン高等学校において

トレンチコート・マフィアと称する同校の生徒2名が銃を乱射

12名の生徒および1名の教師を射殺し両名は自殺

 
②　エリック・ハリス(1981年4月9日)レーティングAA
　　http://www.astro.com/astro-databank/Harris,_Eric

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E9%AB%98%E6%A0%A1%E9%8A%83%E4%B9%B1%E5%B0%84%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://www.astro.com/astro-databank/Harris,_Eric
http://www.astro.com/astro-databank/Harris,_Eric


ASCさそり27度「行進している軍楽隊」
MCおとめ13度「政治運動を制圧する強い手」
太陽おひつじ21度「リングに上がる拳闘士」
月かに3度「毛深い鹿を連れた毛皮の男」
水星おひつじ3度「彼の祖国の形をした漢の横顔の浮き彫り」
金星おひつじ21度「リングに上がる拳闘士」
火星おひつじ19度「魔法のじゅうたん」
木星てんびん4度「キャンプファイヤーを囲むグループ」



木星てんびん4度「キャンプファイヤーを囲むグループ」
土星てんびん6度「男の理想が多くの結晶に変わる」
キロンおうし17度「剣とたいまつの間の戦い」
天王星さそり30度「ハロウィンの悪ふざけ」
海王星いて25度「玩具の馬に乗る小太りの少年」
冥王星てんびん24度「情熱に背を向け自分の経験から教えている男」
ドラゴンヘッドしし8度「ボルシェビキプロパガンダを広める人々」

 
③　ディラン・クレボルド(1981年9月11日)レーティングC
　http://www.astro.com/astro-databank/Klebold,_Dylan



 
 
ASCてんびん19度「隠れている泥棒集団」
MCかに22度「ヨットを待つ女」
太陽おとめ19度「水泳競争」
月みずがめ17度「ガードをしている番犬」
水星てんびん13度「シャボン玉をふくらませている子供たち」



水星てんびん13度「シャボン玉をふくらませている子供たち」
金星てんびん29度「互いの知識の範囲に橋を架ける方法を模索する人類」
火星しし7度「空の星座」
木星てんびん14度「正午の昼寝」
土星てんびん10度「危険な流れを抜け安全な場所にたどりついたカヌー」
キロンおうし23度「宝石店」
天王星さそり27度「行進している軍楽隊」
海王星いて23度「移民の入国」
冥王星てんびん23度「おんどり」
ドラゴンヘッドかに30度「アメリカ革命の娘」

 
事件は、イジメが原因と言われている

二人の犯人を含め、日常的な嫌がらせに対抗するため

自警団としてトレンチコートマフィアが生まれた

 
マイケル・ムーアのボーリング・フォー・コロンバインはこの事件を題材にしている。

『ボウリング・フォー・コロンバイン』はダブル・ミーニング

・「犯人たちがマリリン・マンソンの影響を受けた」として保守派メディアからマンソンが批判

されたにもかかわらず、犯行の直前までプレイしていたボウリングの悪影響が論じられないのは

おかしいという皮肉。

・ボウリングのピンは、人間と形が似ているので、銃の射撃練習に使われるということ。

 
バージニア工科大学銃乱射事件
 
④チョ・スンヒ（1984年1月18日ソウル特別市道峰区 - 2007年4月16日）

バージニア工科大学銃乱射事件2007年4月16日の犯人である在米韓国人。

バージニア工科大学の学生と教授・教員あわせて32人を射殺後に自殺

 
astrodatabankリンク

　http://www.astro.com/astro-databank/Shooting_Spree:_Virginia_Tech

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%B3
http://www.astro.com/astro-databank/Shooting_Spree:_Virginia_Tech
http://www.astro.com/astro-databank/Shooting_Spree:_Virginia_Tech


 
1992年、8歳一家でアメリカのミシガン州・デトロイトに移住

2005年11月二人の女子学生からストーカー行為で警察に告発された

その後、自殺の恐れがあるとしバージニア州モンゴメリー郡の精神病院に短期間収容された

　(ストーカー行為の他にも放火の前歴があった)
 
2007年4月16日バージニア工科大学英語学科4年に在学中32人を銃で殺害した後自殺

その後、アメリカNBCテレビに届いた小包によって

彼が1回目と2回目の殺人の間に

自らを写した画像・動画や手紙を同局宛に送っていたことがわかった

 
周囲からは異常人格者と思われ、指導教員にカウンセリングを勧められていた

幼少の頃からほとんどしゃべらず、熱心なクリスチャンである両親は

毎日教会で息子がしゃべれるよう祈っていた

 
彼を知る牧師は犯行声明のビデオテープを見て

「こんなにまともにしゃべる彼を見たのは初めてだ」と語っている

 
 
 



宅間守(池田小事件)

池田小事件(2001年6月8日)
 
⑥　宅間守(吉岡守2003年12月獄中結婚)
(1963年11月23日 - 2004年9月14日、犯行時37歳)
2chソースでお昼生まれという情報あり

 

 
宅間守の生い立ち【附属池田小事件】

 
「俺はビン・ラディンを尊敬している。あいつの復讐心、俺にはよく分かる」

http://matome.naver.jp/odai/2136425953880976101


 
 
 



ネオむぎ茶

ネオむぎ茶 男 1983/03/27 12:47 佐賀県 佐賀市

 
西鉄バスジャック事件概要WIKI
2000年5月3日 - 5月4日（午後1時35分頃 - 午前5時すぎ）

 

http://seesaawiki.jp/w/fortune_moon/d/%C8%C8%BA%E1%BC%D4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%89%84%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BA%8B%E4%BB%B6


酒鬼薔薇聖斗

神戸連続児童殺傷事件概要WIKI
死亡者2名
負傷3名
 
酒鬼薔薇聖斗 男 1982/07/07 06:15 兵庫県 神戸市

 
事件発覚1997年5月27日早朝　6月28日に犯人逮捕

 

http://nut.sakura.ne.jp/wheel/horo.html
絶歌出版2015年6月28日初版は10万部、現在も半を重ねている

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%AE%BA%E5%82%B7%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://seesaawiki.jp/w/fortune_moon/d/%C8%C8%BA%E1%BC%D4


加藤智大

秋葉原通り魔事件概要WIKI
2008年6月8日12時30分過ぎ

東京都千代田区外神田四丁目の神田明神通りと中央通りが交わる交差点で

 
 
加藤智大(1982年9月28日 - 、犯行当時25歳)

 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E8%91%89%E5%8E%9F%E9%80%9A%E3%82%8A%E9%AD%94%E4%BA%8B%E4%BB%B6


渡邊博史

黒子のバスケ脅迫事件2012年（平成24年）10月発生

 
黒子のバスケ脅迫事件まとめ

 
 

(1976年9月29日　逮捕当時36歳)
 
2013年12月15日逮捕

2014年10月『「生ける屍の結末」黒子のバスケ脅迫事件の全真相』出版

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E8%84%85%E8%BF%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://matome.naver.jp/odai/2139485394589663101


都井睦雄

津山三十人殺し(乱射事件)　津山事件概要WIKI
1938年（昭和13年）5月21日未明
犯行が行われた2時間足らずの間に28名が即死し、5名が重軽傷(12時間後までに2名が死亡)。
なお、犯行後に犯人が自殺したため、被疑者死亡で不起訴となった。
横溝正史が同じく大量殺人を扱った八つ墓村のモチーフにした事件とも言われる。
 
⑩
都井睦雄1917年（大正6年）3月5日生　事件当時21歳

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E5%B1%B1%E4%BA%8B%E4%BB%B6


奥付
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