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これを踏まえると「2015年は何だか“コミュニケー

ション”が足りなかった」。

こんな気もいたします。

言い方を変えるなら「ここからは、もっと意欲的に、

その大事さ・意味を理解して、いろいろな人と話し

たり関わったりしていく必要があるな」ですかね。

そもそもコミュニケーションと言っても、その意味す

るところや良さ、方向性はいろいろな形があります

（火には火の、土には土の…）。

2015年も、ある種のかかわりはかなり密だったと思

うのですが、一番一般的な意味でのコミュニケーシ

ョン、「会話、言葉での理解と、それに伴う感情的

共感、話のふくらみと発展、イメージ力の強化、そ

こから生まれる創造性」みたいなものは、最近少し

少なめだったなみたいな。湿度や柔軟性、いい油

分みたいなのが足りなかった感じです。

前も（これは前回下半期だろうか）そんなたとえつ

かった気がしますが、やっぱり2015年の会話は“男

子”の会話なんだな（要点は伝わるがきめ細かくは

ない）。

でも、主に世界に彩りやふくらみを持たせるのは

（時に無駄や停滞を作り出すのも…）“女子”の担

当なので、やっぱりこれはこれで重要なんですよ

ね。

ここでさらにたとえるなら…そうですね。クッキー

とかパンとかうどんとか（笑）、何でもいいんです

が、粉で練って作るものって、大体適度な水分と、

時に油を入れますよね。もちろん入れすぎるとにゅ

るにゅるになりすぎて、形自体が作れなくなります

が、少なすぎてもダメですよね。長細くしたいとし

ても乾いているので切れやすく、しなやかに長く伸

びて行かない、つながっていかなくなるではないで

すか。

ああいうのに、何となく似ているなあ～と、今はそ

んな風に感じます。

と言うところを踏まえれば。

ここからの半年、2016年上半期は大筋同じ流れが

続くんですけれども（まだ乙女座木星×射手座土星

ですし。大惑星の移動はありませんので）。

「ちょっと（特に対話に関しては、情報に対するアン

テナに関しては）女子の力＆適度な水分、潤いを意

識したほうがいいかも…」

これはあると思います。多分ポイントになります。

少なくとも、2015年頑張ってきてみて、もしそこで

現状「何かが足りない」と感じているのなら。その

足りないものは、世界を柔らかくつなぎ、動かすき

め細かい力、潤いや機転、かわいらしさ、柔軟さと

気持ちの丸さを伴う何かなのではないかと。

ここを少し理解して上半期に突入すると、いきなり

流れが変わることはないにしろ、これまでに得にく

かった種類のヒントはつかみやすいのではないか。

で、そんな前提を頭に入れながら見ると、なかな

かに興味深いのでございますよ。2016年上半期！　

では早速行ってみましょうか。

今への不満は単なる導火線。
より根本的な変化が必要だって
わかってたよ（涙）！　やるよ！　1月！

まず1月。

年末に唯一逆行していた牡羊座天王星が順行に戻

り、何と10惑星全部順行でのスムーズスタートです

はいみなさま～こんにちはです。まーさです。お久

しぶりの方 も々、はじめましての方 も々、どうもどう

も。お元気そうで何よりでございます。

再びこの総論を書く時期がやってまいりました…っ

て、早い！早すぎる！（汗）　半年って、一年って本

当にあっという間ですね（しみじみ）。

今回もまずは軽いおさらいから始めたいと思います。

2015年は前半、火の星座の勢いが強い、獅子座

木星＆射手座土星期。後半乙女座に木星が移動し

て木星と土星は90度となりました。前半はあまりに

わかりやすい、いけいけどんどんだった分（笑）、秋

口から徐々に繊細に、全体の動きの単位が細かくな

ってきた気配で、目に見える動きは（前半ほど）そ

こまではっきりとはしていなかった気がします。

でもそうはいっても、山羊座冥王星ともいい角度の

この木星、なかなか微に入り細に入り地道に仕事

をしているようで（やはり土星座の進軍はいつもじ

わじわなのだ）。涼しくなると同時にみんなコツコツ

しだしたというか。動き自体は大きくないけど着実

さ＆具体性を放っている感じで、確実にいろいろな

ところが動いてきています。多分一年をかけて、い

ろいろ変えていくのでしょうね。そういう計画性も

乙女座っぽいです。

おそらく2015年の後半の流れをイメージするとし

たら、前半まではノリでやっていたことに徐々に本

腰を入れ始めたというか。一旦、勘で当てちゃった

答えを、コンスタントに導けるようにするというか。

何となくですが、2015年は「先に答えを教えて、い

つでもそれを導き出せるような公式を後から作る」。

一年を通じて見ると、こういう世界だったような気

がしますね。

かつ、火の星座と土の星座は、それぞれの熱さを

持ってはいるものの、一般的な意味では感情的（や

はりこれは水星座の管轄）ではないので。

今期は、何かが事件的なものがうわっとあっても、

あまり後を引かない感じというか。何だかずっとさ

っぱりしてるな、熱量はあるけど乾いている…？と

いうのも年間を通じて感じておりました。

2015年は風星座に全く星が入っていない時期も結

構長かったので（周期的に回ってくる水星が唯一の

存在ってことが多 あ々った）、

「みんながそれぞれ感じたこと、思ったこと、アイディ

アやひらめきが、それぞれつながらずぶつ切りのま

ま」（あまり実を結んでいる感じがない、いろいろ話

してもそこからの収穫が少ない）

みたいな感じもあったような気がします。

ああだなあ、こうだなあ、こうかもなあ、そうかもし

れない、とそれぞれの瞬間で思っても、いつもより

早く「ま、いいか」とか、「またあとで…」と考えてし

まってそのままになったり、またそれをすぐに共有

できる相手や状況に恵まれなくて、情報として育た

たなかったり。こういうことですかね。

だから、悩みなんかも必要以上に膨らまず、気持ち

的に言うと楽と言えば楽な感じでもありますが（時

に水や風の要素は不必要に問題を煽る、膨張させ

る面もあります）、同時に

「これっていうような案がなかな～か浮かばない、

新しい一歩を見つけられない」

「一定のところまで行ってもそれ以上発想が先に先

に進めないので、いったん戻るしかないみたいな、

思考の道（中途半端）が山ほどできてしまった」

こういうことも多かったのかも。

閉塞感とは少し違うけど、つながっていかない、流

れがないみたいな。

こういう印象を抱く瞬間が多い一年でしたね。

2016 年上半期の総
論
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でもこの逆行のタイミング当たりで「やっぱりだめ

だー！　もっと根本的な変化がいるんだ!!」と分って

しまうような。でもわかってみてそれはそれで嫌じ

ゃない感じで、「わかった、わかったって！」と、案外

それを契機に針が振り切れてさっぱりするのかもし

れません。だから、ここで悩む感じはなしない。や

りゃあいいんだろー！（でも顔はすっきりしている）

的にとっとと動き出す気もしますし、おそらくやるべ

きこともわかっているんでしょう。その最後のきっか

けが欲しかっただけなのだと思います。あと、何か

を変えていくにしても、常に全とっかえしなきゃい

けないというはずはないですからね。その人自身が

落ち着いていればいるほど、本来（そこまでもきち

んとやってきているはずだし）、取り替えなきゃいけ

ない部分は少ないはず。今回も、きちんと冷静にな

ってみて見れば全とっかえではないんですが、「内

心そこはいじりたくなかった部分も、変えなきゃい

けない部分に入っていた」＝全とっかえくらいの衝

撃、こういうことでしょうね。実情は。

でもそういう、思い切ったチャレンジは必要ですし、

いいと思いますよこの時期。主に自分の思いありき

です。何をするかよりはね。一旦決意すれば勢い

はかなりありそうなので、うわーっと取り組みそうな

ので、変化の総量は大きくなりそうですが。結果と

して。

かつ、こうやって実際にそういう動きを見せるとし

ても、同時にある種の余裕というか、人生の中には

「今回は変化させない部分、既に新しくなってい

て、今の自分を支えてくれている部分」はあるので、

こことのバランス感覚も大事です。言い方を変える

なら、1月は“レギュラー”と“イレギュラー”が同時に

生活の中に存在するときなので、どっちのことも大

事にしながら進めてください。

多分この「どかんと大きなことに取り組みながらも、

それにすべてパワーを持っていかれない。バランス

と柔軟性が大事」みたいなところも、先に出た潤い

女子力の一旦でしょうね。普通に（何も考えず）進

むと、かなり理屈っぽい、強行突破をやっちゃいそ

うな部分もあるんですが…でもそれじゃ何も新しく

ないわけよ。この星回り、ずっと続いているといいま

したが、そう、何回もこういうムーブメントはあった

んです。でも何周もしているのは「段階を踏んで深

い部分へ進もう、やり方自体を進化させていこう」

ということなのだから。この辺で「変化への熟練ぶ

り」も見せる必要があるし。そのくらい「上手くでき

るようになっているはずだよ。みんなとも協力し、分

かち合えるはずだよ」と、星は言いたいのかもしれ

ません。

特に中旬以降、火星が蠍座に入り、魚座海王星と

リンクし始めると、一層「本能や感覚、感情、体の

判断にまかせてみて」的メッセージも濃厚になって

きます。

大筋は理屈っぽいし、つい理想論を頭で考えて「こ

うしなければならない」と難しい方向に傾きがちな

のですが、たとえるなら、「まあまあでもご飯はちゃ

んと食べて。寝るときは寝ないといい案も浮かばな

いし。冷静にね！」とレギュラーライフに言われ、こ

こで「思考が行き詰ってきたなら、ちょっと散歩で

もしてひらめくのを待って見れば～何なら飲みに

行ってきたら～」と蠍座と魚座に言われるみたいな

（笑）。

以前ならその声も聞こえず、受け入れる余裕もなか

ったのかもですが。

「そう？」（じゃあごはん先に食べる、散歩行ってくる

…）

が良い対処なんでしょう。

（嬉）。そのせいもあってか、2015年年内最後の

星を見ると「いろいろあるけど、何かしら方法はあ

るよ（仲良くやろう）」って言っているかのよう（まー

さ脳内）。

だから、これはよかったな～と思うのですが。この

辺もすでに出た「潤い大事」理論を裏付ける感じが

しますが。

はい、そう。そんな中でも「いろいろある…」のはま

ず大前提なんだな（汗）。

と言ってもこれはここで始まる内容はありませんか

ら、もはやいまさらですが。

まず1月頭段階で、ここ最近双方逆行していたりで

少し配置がずれつつあった牡羊座天王星と山羊座

冥王星はかなりタイトに90度の配置。12星座内で

「ビシバシ行くぜ！」系の先生ダブルコーチ状況、

継続中です（汗）。

改めて書いたことなかった気もしますが、

山羊座冥王星＝「この世に永遠に続くルール、社

会、環境なんてありませんよ…」

牡羊座天王星＝「自分らしく生きるということに、

挑戦の魂は不可欠なんだよ！」

ですかね。両名の言いたいことをミニマムに要約す

ると（笑）。で、こうしてみると言いたいことの根本

は同じだということもわかります。

「自分の望む世界と幸福の基準は、自分自身で作れ」

こういうことでしょうね。まだまだ両名とのおつきあ

いはしばらく続きますので、もう伴奏みたいに思っ

ておくとよろしいかと。これがある限り、「人生には

全身全霊でチャレンジしなければならないときがあ

る」っていうテーマは変わりません。楽に逃げても

得るものはないぞ～～～～～♪♪♪っていう伴奏で

す（笑。高圧力）。

同時に、射手座の土星もここに絡んできます。着実

に進んで天王星と良い角度。

地道さ、堅実さ、思慮深さ、長期的な視野が最も

大きな奇跡を生むのだ！的メロディライン。この土

星は4月ごろになると今度は現在乙女座滞在中の

木星と、またばっちりの90度を取り始めるので、こ

のあたりで大きな流れは変わりそうですが。でもそ

こまでの数か月は特に「冷静かつ大胆な戦いムー

ド」が大前提になりそうですね。先の伴奏の上に、

射手座土星＝「納得した道を選びたいんだ～～自

分だけの霊感を掴みたい～」みたいな人が、「そう

だそうだ！」「いいぞいいぞ！」「忘れていないか～～～

（大事なことを～）」とか、合いの手入れてくる感じ

でしょうか。

とはいえ、争えっていうんじゃなく、勇敢であれ果

敢であれ！っていうのが星のメインお導きってことで

す。その上で、それぞれその時のテーマが上に乗っ

かってくるって感じかな。

そんな大きな流れ（伴奏と呼ぶには音量大きすぎ

る）を踏まえた上での1月。

すいません、ようやく本題です。

そんな大惑星の思いが大きく響く年頭はみんなの

中で理想がクローズアップされる気配です。多分

始まりはそれこそ現状への葛藤なのでしょう。山羊

座太陽＆冥王星周辺を通過中の水星がいきなり7

日から逆行スタート。「やっぱりこのままじゃだめだ

ー！」みたいなことが導火線になる気がします。

とはいえ、これも今気づいた新しい問題などではな

い感じ。前からあったし、対処もしてきて、それな

りに改善した面もあったんでしょう。だから、もしか

したら一旦は「もうこの問題は処理済」的に感じて

いた部分もあったのかも。
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