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　生活情報紙「ちゃんと」の読者の皆さま、新年おめでと
うございます。2020年は皆さまにとってどんな1年だっ
たでしょうか？
　新型コロナウイルスの世界的流行により、いまだ世界
は様々な困難や課題と向き合う時間が続いています。こ
れらは、世界がグローバルにつながっていることを私達に
知らせ、他国や他者の出来事ではなく、地球レベルで人類
がこれらの難題と向き合うことを星は示しています。
　2021年は、水瓶座に木星と土星が位置することで、よ
り私達は意識の変革が求められるでしょう。水瓶座は科

学やテクノロジー・電波・宇宙・改革・人類愛などを象
徴する星座です。様々な分野での技術革新や新たな発見
があり、医療や通信、科学などの進歩が加速する一方で、
サイバーテロや目に見えない世界での負の部分にトラブ
ルも予想されます。私達が便利さだけを追求することへ
のリスクを考える出来事があるでしょう。
　待ったなしで進む気候変動に対する世界的な対策も国
際協力などが進み、世界的にも環境に対する意識が高ま
りそうです。平等な個人の尊厳を求める動きとともに、女
性や障がいのある人たちが活躍することも予想されます。

　私達は皆、未知なものや違いのあるものへの恐れを
持っています。それらの壁を乗りこえるためには様々な
異なる価値観を理解し知ることこそが水瓶座の目指す理
想の世界を実現させます。人々が助け合い、個人の願い
を人類愛に高めることで地球規模での数々の難題を解決
していく力を持つことが求められています。
　皆さまにとって良い1年となりますよう、心よりお祈
り申し上げます。

蟹座
6 . 2 2  -  7 . 2 2

獅子座
7 . 2 3  -  8 . 2 2

乙女座
8 . 2 3  -  9 . 2 2

山羊座
1 2 . 2 2  -  1 . 1 9

水瓶座
1 . 2 0  -  2 . 1 8

魚座
2 . 1 9  -  3 . 2 0

　2021年蟹座の人は、他者との関わりがより深くな
る出来事がありそうです。目に見えない不思議な偶然
やスピリチュアルな力に助けられる体験をするかもし
れません。その体験を通して自分自身が独りで生きて
いるのではなく、様々な縁やつながりの中で生かされ
ていると思う気付きが得られます。また、次の世代に
役割を渡したり譲り受けるなどのチャンスも予想され
ます。いのちについて深く学んだり気付きの体験があ
りそうです。受け取るものや与えることを通して、人
生の深さを学ぶことがあるでしょう。そうした体験を
通してあなたが大いなるものに守られ、より成長でき
ることを星は示しています。

　2021年獅子座の人は、身近な人間関係やパート
ナーとしっかり向き合うことが課題となる年です。身
近にいて当たり前のように感じるパートナーと良い
関係を続けるためには、マンネリした状況に安住する
ことなく、相手のことをより理解する努力が求められ
るでしょう。シングルの人は、生涯のパートナーに出
会ったり結婚へと進展する人もいるでしょう。本物の
パートナーとなるためには互いを尊重し、助け合って
いくための努力が必要です。人は独りでは生きていけ
ないことをこの時期に学ぶことで大きく成長し、真の
深い関係を築くことができることを星は示していま
す。

　2021年乙女座の人は、自分の役割をしっかり見つ
めることから幸運が得られます。社会で求められる仕
事と向き合う中で、それらが本当に自分に合っている
かを考え転職する人もいるかもしれません。自分自身
の健康に目を向けることも求められています。日々の
生活習慣を見直したり、禁煙やダイエットなど引き延
ばしていた課題に本気で取り組むのにも良い時期で
す。あなたに合った健康法や治療を見つけることもで
きるでしょう。できないことを見極め、あなたが成す
べき役割をしっかり見つめることで、心や体と仕事へ
のバランスがとれる良い方向が見つかることを星は示
しています。

　2021年山羊座の人は、欲しいものを手に入れたり、
未来に投資することから幸運が得られるでしょう。試
練を示す土星が山羊座から移動することで、肩の力を
抜いて物事に取り組むことができるでしょう。これま
で積み重ねてきた経験を活かすことができるでしょ
う。ひとまわり大きく成長したあなたにふさわしいも
のを手にするチャンスも予想されます。自分の未来に
役立つものに投資したり、未来に向けて努力している
人を支援することやあなたの力を惜しみなく使うこと
でさらに幸運が入ってくるでしょう。社会や地域に役
立つ活動を通してかえってくるものも多いことを星は
示しています。

　2021年水瓶座の人は、12星座の中でも最も特別な
体験をしそうです。幸運の星である木星と努力を示す
土星が共に水瓶座に入ることで、これまで積み重ねて
きた経験を土台として、あなたの長所や個性を社会や
まわりの人達のために活かすチャンスに恵まれます。
この時期は、いつもよりも期待や責任も与えられるの
で、それらの重圧から逃げず覚悟を決めて努力するこ
とで周囲からの信頼や応援も得られるでしょう。新た
なことに挑戦することもおすすめです。10年後の未来
をイメージして、今からその夢のために種をまくこと
がこれからの次のステップにつながり、様々な幸運に
恵まれることを星は示しています。

　2021年魚座の人は、過去を見つめることを通して、
次の新しい目標に向かえる年となりそうです。ここ数
年、あなたのまわりには多くの仲間やあなたを必要と
する人達が集まってきたのではないでしょうか？　同
時にマンネリした関係の中の不自由さや課題も抱えて
いたかもしれません。2021年は、そうしたしがらみや
重圧から自由になるために何か思いきった決断や手放
すものが必要となります。人間関係を見直したり、多
すぎる荷物を一度整理し、環境も大掃除することで自
分をクリアにすることが求められます。身軽になった
あなたにふさわしい新しい目標が見つかり、次にやる
べきことに一歩踏み出すチャンスに恵まれることを星
は示しています。
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クラウドファンディング・
起業セミナー・金融機関
スモーキーレッド

千歳市千代田町3丁目5 セントラルビル4F
TEL 0123-40-0022

古泉循環器内科クリニック
医療法人社団

Koizumi Cardiology Medical Clinic

旧年中はいろいろと
お世話になりました
本年もよろしく
お願いいたします

迎春

■恵庭市島松寿町2-7-5
■営業時間 7:00～20:00 
　※時間外対応有り

http://wan-nyan-hokkaido.com
tel 090-9432-7771

日本ペットシッター協会公認
ペットシッター　わんにゃん

Pet-sitter Wan-Nyan

道保011620351号　道訓011640351号 千歳市富丘2丁目18-7　☎23-1365

富丘歯科医院

謹賀新年
2021

新春を迎え皆様のご健康とご多幸を
心よりお祈り申し上げます

令和3年　元旦

☎0123-27-5515／☎090-7052-3254

千歳市清水町2丁目4-1 第5ビジュアルビル 1F
■営業時間 20時～翌2時　■営業日 金、土 他不定

SNACKしーちゃん

謹賀新年

飲み放題 【焼酎・ウイスキー・サワー・ソフトドリンク】

※ビール込みは+500円 ※女の子のドリンク込み

1名様～ 90分 お一人様 3,000円（税込）
3名様～ 90分 お一人様 2,500円（税込）

「ちゃんと」見たよで「ちゃんと」見たよで
生ビール1杯無料！！

2021年1月末日まで

TEL 0123-27-8853 　   FAX 0123-27-8538
URL http://hanko21-chitose.com　　E-mail info@hanko21-chitose.com

印鑑、ゴム印、名刺、はがき印刷、各種印刷

千歳店
〒066-0062 千歳市千代田町5丁目2-6

千歳市長都1011-1 TEL.0123-29-6780
プロスペック合同会社

千歳市清水町2丁目29　☎0123 -26 -2164
日曜・祝日定休

ビジネスシーンと憩いのパートナー

謹賀新年

謹賀新年
旧年中は格別の御引立てを賜り厚く御礼申し上げます
本年も一層のご愛顧のほどお願い申し上げます

令和3年　元旦

幸町店
千歳市幸町1丁目16-1
TEL.0123-42-9103

向陽台店
千歳市白樺2丁目5-8
TEL.0123-21-9103

TEL.0123-26-2191 FAX.0123-26-2193 
〒066－0042 千歳市東雲町５丁目7-3

新車・中古車販売 マイカーリース取扱 株式会社スターオート

軽 新車 4WD

☎0123-21-9318■初回：11,000円×1回
■ボーナス時：38,500円×14回
■頭金：0円 ■7年リース

頭金
ナシ！

【新型】タント L

新車
4WD

新春初売り1/6水より

1.1万円×84回 1.11.11.1万円万円万円×84回 ×84回 ×84回 1.11.11.1万円万円万円×84回 ×84回 ×84回 

月々コミコミで

本年もよろしくお願い申し上げます

千歳店

千歳東雲店


