
 

2021年 みずがめ座さんへ 

「人生の転換期・軌道修正が起きる年」 
 

 

 ◆2021 年に起こりそうなこと 

 

＊過去 30 年からの卒業！12 年周期の新しい始まり 

＊地に足付いたことにじっくり取り組む 

＊新しい生き方を見つける 

＊コンプレックスの解消！脱皮。 

＊進みたい道のレールに乗れる時 

＊これまでと役割が変わる 

＊新しい壁を越えていく覚悟 

 

 

これまでの流れから急に 

何か不思議な感覚、 

壊れていくような、溶かされて無くなっていく感覚で 

不安だった人もいるかもしれません。 

実はその間に、必要な調整が行われていました。 

待ちに待った 2021 年の始まりです！ 

 

 

 



 

大きな転換期を正面から受け止める時期がやってきました。 

占星術に詳しい人であれば、 

忍耐や制限を意味する土星がみずがめ座にやってくる！と、 

少し構えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、 

個人的にはこんなチャンス滅多にないよ！と言ってあげたいです。 

 

過去 30 年間囚われていたコンプレックスから 

解消される人もいるかもしれません。 

30 歳未満の方は、初めての経験を遠して 

成熟した大人へと変化していく年ですし、 

30 歳以上の充分この社会を生きてきたよ～という方にとっては、 

この 30 年で 

耐えたこと、辛かったこと、やり切ったことを 

卒業し、やっと次のレールへと 

乗り換えることができる年になります。 

 

新しいレールに乗り換えるにあたって、 

適正テストみたいなものがありまして 

宇宙から少しお試しも提示されます。 

それらをクリアして自分の生き方を変えていく、 

人生の転換期の始まりです。 

 

 



 

生きたい世界はイメージ出来るんだけど 

どうやってそこへ行けばいいかわからない、 

現実が変わらないという方も、 

今、現在、生きている環境の中で何かしらのチャレンジを促されるはずです。 

目の前に城壁のようなものがあり、 

どうやってそれを登っていくか？と 

自分でどう捉え、考えるか、試されるような感じです。 

 

例えば、結婚のような嬉しい人生の転機も 

夢が叶った直後に現実の厳しさを感じるかもしれないですし 

今まで自分を犠牲にしすぎて、自由に動けなかった人は 

離婚したり会社を辞めたりして、 

なんらかの責任から開放される人もいるでしょう。 

しかしそれは単なる開放ではなく、 

一人でやっていける強さも同時に試される感覚です。 

 

もし、自分は何もできないとか、 

自分の力を信じられないという人には、 

大きな責任を新たに迎えて力をつけていく 

そんな宇宙の計らいがあるようです。 

 



 

昇格したり、お店を任されたり、 

今までは自由に動けなくなるのが嫌で 

避けていた役職を引き受けたり、 

親になったりして、滅多にないチャンスや 

大きな喜びと共に、責任も一緒に迎え入れて、 

これまでの自分ではない、オトナな自分になっていく、 

そんな覚悟を促されているのです。 

 

少しだけ気をつけていただきたいのは 

人生の転換期にはよくあることなのですが、 

これまでのやり方ではもう前に進めないよ・・・ということです。 

強制的に何かが終わったり変えさせられることもあります。 

その典型的なこととして、身体的な変化が起きることもあります。 

 

昨年から怪我をしたり、体調を崩したりされている方は 

すでに体の方が先に流れに乗っている…ということになります。 

 

終わることよりもここから始まることの方が強いので、 

新しい流れにフィットするような身体の自分に変化していってるんだなと捉えてください。 

どうしてこんなことになったんだろう？と自分を責めないようにしてください。 

 



 

 

そして、お仕事や身体に向き合うなどして 

自分に課せられた課題は、それらを受け入れ、 

こなしていける自分に充分成長しているからこそ、 

与えられている役割なのだと思ってください。 

 

引き受けるのも拒むのも実は自由ですが、 

これまでのようになんとなく、 

その時の感覚で生きるというやり方では、段々と通用することが少なくなってきます。 

ここから何かじっくりと取り組んでいくものを選んでいくのです。 

もうこの年だからとか、年齢や条件状況は関係ありません。 

これは宇宙のタイミングだからです。 

今年が最適なタイミングなのです。 

 

季節は巡り変わっていくものですが、 

これから起きる風の時代を引っ張っていくみずがめ座さんにとって、 

単に流れに乗るだけではなく、 

何かを根付かせながら、状況を変化させていく 

そんな大きな力と責任を与えられているのです。 

人生の良いタイミングとしてプラスに生かしてください。 

 

 



 

◆2021 年【前半】仕事運や社会運 

 

「役割が変わる」というテーマがあるので 

お仕事においても大きな変化を迎える方が多いでしょう。 

 

ここで仕事の道をガラッと変える方と 

職場などは今のままで、役割や立場が変わり 

今までにないことを任される人に大きく分かれると思います。 

 

好きなことを仕事にするということが少し前から流行っていますが、 

実際に仕事となると、好きという感覚だけではなく 

嫌なことや努力をこなしてこそ 

その好きが、活かされると思うので 

2021 年は何に対して努力していけるかを選び、試されるようです。 

特に好きな仕事ではなくても、 

これが自分の稼ぐ方法だから！と割り切って業務をこなすのもいいですし 

頑張った後に没頭する好きなことは楽しいでしょう。 

または、今年は根を生やすための努力と思って、 

初めての仕事にチャレンジするのも応援されるでしょう。 

不安はあっても、どこか自分を誇らしく感じ生き生きすると思います。 



 

責任やプレッシャーと、 

やり甲斐や喜びの両方を共存させながら 

社会活動を進めていけるでしょう。 

 

1月 20日以降、お誕生日を迎えることで 

スタートダッシュのような勢いのある運勢の変わり目を感じることと思います。 

 

世の中的には、1月 31日から 2月 21日までビジネスの動きは鈍くなりがちです。 

もし、年明けに決めた新しい道への挑戦や、 

開いた扉が間違っていた? 

なんて弱気になったり、誤解が生まれそうになっても、 

これは社会全体が混沌とした状態ということで、 

環境に惑わされずに自分の感覚を信じましょう。 

 

3月 4日から 4月 22日までは挑戦していく気力が湧く時です。 

 

そのほか、5月 14日から 7月 28日までは 

期間限定で新たな流れを楽しめそうです。 

特に金銭に関しては、何かしらの恩恵が受けられるかもしれません。 

 

 



 

5月 30日～6月 23日までは、 

交通手段の乱れやビジネス契約の延滞、 

誤解が生まれやすい時なので、 

普段以上にしっかり確認して、 

スケジュールには余裕を持たせておくほうが良さそうです。 

 

自分のこれまでの道に自信を持ち 

新たな感覚を肥やしていってください。 

 

 



 

◆2021 年【前半】のお金について 

 

金銭そのものというよりは、 

金の卵を産む鶏を買うかどうか考えさせられそうですね。 

どうしたら自分の収入が安定するかを誰でも考えると思いますが、 

その場限りで、受け取る報酬ではなく、 

じっくり腰を据えて土台を作っていく流れがあるので 

その為には何年も先の保証までは、今は考えないでください。 

 

未来の安心感は、2021 年を一生懸命過ごした先に見えてくるものです。 

また金運は 2022 年の方が断然良いので大丈夫です。 

 

そして 2021 年の中でお金に縁が出てきそうなのは 

5月 14日から 7月 28日までの間です。 

来年の予行演習とでも言いましょうか 

金銭に関することが、クローズアップし今までとは違う報酬を得たり、 

自分のお金に対する感覚が変わったり 

自分を過小評価も過大評価もせず行動に見合った成果・価値を得られます。 

 

 



 

◆2021 年【前半】の恋愛運や人間関係 

 

関わる人によって感化され自分が変わる、 

自分が変わると決めたら、 

関わる人が変わってくる・・・という感じで両方の変化の可能性があります。 

 

人はほとんど無意識に仮面をつけていますし 

役割でごまかして、本当の自分に気づかないフリをすることが多いと思います。 

 

その役割が変わる年というのは 

本当の自分が顔を出し 

本来の自分で勝負！する流れになります。 

人間関係に対しても意識は変わるでしょう。 

ガッツリと誰かと向き合って二人の調和で作り上げるというよりは 

自分がどれだけオープンに心を開くのか？によって、 

関わる人たちの顔ぶれも可能性も変わってきます。 

 

そして、結婚のような嬉しい関わりのスタートもあれば 

役割を終えた人とは離れていくこともありそうで 

新しい自分とマッチする人、しない人の差が開いていくかもしれません。 

 

 



 

古い自分とは、さよならすると共に 

人間関係も変わりそうですが 

それは悲しいことではなく、自然な流れです。 

卒業したくない、と思っても 

大人になった自分として、 

また会える方がよっぽど楽しい時間を次に過ごせるのです。 

自分の人生が大きく変わろうとしている今だからこそ、 

関係性に引きずられずに、心地良いあなたでいてください。 

そして前からの知り合いなどでも 

自分が変われば相手も変わるので 

ここからフレッシュに関係を築いていくことも可能です。 

 

気を付ける時期は 

1月 31日から 2月 21日までと 

5月 30日～6月 23日までです。 

 

コミュニケーションに誤解が生まれやすい時なので 

スケジュールには余裕を持たせ、確認を必ずとるようにしましょう。 

思い込みには注意ですよ！ 

 

 



 

【大まかな流れ・ひとこと 12 ヶ月】 

※詳しい星読みは毎月のメッセージをどうぞお楽しみに♪ 
 

【1月】 

郷に従うことで感じるフレッシュな感覚。 

好きに身を置く。後半はスタートダッシュ。 

運勢に動かされる。始まりの時。 

 

【2月】 

一皮むけた自分らしさで勝負。 

スタート吉。モテ期到来！ 

後半は自分の価値を再確認。 

棚からぼた餅、お金に関して動きあり。 

 

【3月】 

自己価値の拡大。金運を活かす時。 

後半は追い風を生かして進める時。 

交流大吉。ビジネス・勉強大吉。 

企画を進める力がある。 

 

 

 



 

【4月】 

好奇心が刺激され学びの一歩を始める。 

コミュニケーションの楽しさを実感。 

スピーディな変化。 

後半は経験が大事な種を根付かせる時。 

 

【5月】 

定着させる時。 

精神を整えて鋭気を養う。 

強い意識改革。土台の変化。 

後半はチャレンジ。 

生き生きしたエネルギーの時。 

金銭に関する運が強くなる。 

予行演習の始まり。 

 

【6月】 

自分の能力や魅力全開！ 

恐れを克服して喜びを得る時。 

恋愛運大吉。後半は職場の関係が吉。 

プレッシャーに負けない生活の実行。 

 

 



 

【7月】 

継続の力を発揮。気遣いや努力が報われる。 

健康管理吉。後半は絆が強調！ 

契約やパートナーシップに恩恵あり。 

 

【８月】 

今後を決定づける人間関係の恩恵有り。 

新たな契約。後半は心の旅立ち。 

遠くから届く愛。 

 

【９月】 

確固たる信頼の構築。 

見えないところから届けられる安心感。 

満期になった保険金が 

振り込まれるような恩恵を受け取る時。 

後半は社交性アップ。 

 

 



 

【10月】 

可能性の飛躍。向かい風が追い風に変わる。 

自分らしい感覚を取り戻す。 

後半仕事運大吉。 

金運あるが故のお金の使い道を再検討。 

 

【11月】 

葛藤しながらチャンスを掴む時。 

意外な仕事運。 

社交運あり、環境にも恵まれる。 

後半は新たな景色を楽しみながら 

世の中を知っていく。 

チームでの関わり方が活かされる時。 

 

【12月】 

仲間と時間を共有する喜び。 

希望を持ち課題をこなしていける。 

後半は新天地の市場調査。 

走り出す準備吉。 

 

価値ある時間をたくさん感じられますように☆ 

 

 



 

★ターラから 2021 年前半を 

有意義に過ごすためのヒント 

 

運勢の良い人、悪い人という解釈の仕方がありますが 

それは宿命的に与えられたものではなく 

個人の考え方や捉え方、行動力によって 

変わるという意見があり、私も同感です。 

 

時代はいつでも変化するもので 

占星術という統計学的な解釈でさえ 

過去とは違う解釈をすることで 

人々の意識が変化し、 

未来はその都度作られていくのかもしれません。 

 

2021 年は、みずがめ座さんにとって 

宇宙が用意してくれた、大きなチャンスです。 

大きな運ほど、それをどのように乗りこなすか？ 

個人の捉え方と行動にかかっているかもしれません。 

 

2021 年に起こってくることを、 

ひとつだけのことで正解や不正解を決めないようにしてください。 



 

何事もチャレンジし、体験できた自分は、 

またひとつ運勢を乗りこなせる術を 

身につけられるのかもしれません。 

 

新しい時を、今という瞬間をどうぞ悔いなくお過ごしください。 

 

私たちはいつでも繋がることができます。 

素直な心で、可能性を開き 

本来の自分の強さを感じられますように。 

 

あらゆる出来事を通して 

2021 年のみずがめ座さんが 

最高に充実した愛溢れる 1 年になることを願っています☆ 

 

ターラ 

 

☆。.:*:・’゜★。☆。.:*:・’゜★。☆。:*:・’゜★。☆。.:*:・’゜★。☆。 

◆ターラのアストロカウンセリング 

ta-ra@ta-ra.com 

◆星からのメッセージ 

https://ta-ra.com/message/ 

☆。.:*:・’゜★。☆。.:*:・’゜★。☆。:*:・’゜★。☆。.:*:・’゜★。☆。 

 


