
 フラワーエッセンス講座選びのポイントって？
 ★フラワーレメディ情報マガジン★　フラワーエッセンス・ジャーナル 5月号
 ＜送信者＞そふとしぇる http://www.FlowerRemedy.com
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┌─────┬────────────────────────────┐
 │トピックス│ フラワーエッセンスジャーナルは、まぐまぐを通じ         │
 │          │ メルマガ登録頂いた方々に配信しています。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ 6-7月開催講座のお知らせ（東京地区）　
 　├→ コラム：フラワーエッセンス講座インサイドウォッチ
 　│　　　　　 講座選びのポイントって？
 　├→ ドクターズコスメ 基礎化粧品 取扱開始のお知らせ（オンラインショップ）
 　└→ 編集後記

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ♪
 　　こんにちは♪♪

 　　フラワーレメディ.com そふとしぇる
 　　LiFE認定セラピストのさだまさです。

 　　オフィスのある高尾は、5月のうららかな光と風がいっぱい☆
 　　気持ちよさ、サイコー潮です。

 　　近くには、ミシュラン☆☆☆（三ツ星）のお山
 　　高尾山もあります。

 　　お近くの方は、ぜひ、足をお運びいただき、
 　　遠方の方へは、メルマガを通じて、
 　　バイブレーションをお伝えできれば幸いです♪

 　　今号も、ウキウキ気分で、フラワーエッセンス情報をお届け致しますミ☆

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　お友達で、未だメルマガ登録が済んでいない方がいらっしゃいましたら、
 　http://www.FlowerRemedy.com/information/mailmagazine.htm
 　より、是非、メルマガ購読の正式登録をオススメしてくださいねッ！

 　このメールマガジンはWeb上に内容を掲載しています。
 　ぜひクリックして続きをお楽しみください。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　　　　　　新カリキュラムで、基礎の基礎から、百会診断まで・・

http://flowerremedy.com/
http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm


 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★
 　┏━┫　＝　6-7月開催フラワーエッセンス講座情報（東京地区)　　＝　┣━┓
 　┃　┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛　┃
 　┗━━┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━┛

┌───┐
 │。――│　　書籍『西オーストラリア花物語』の講座を、日本で学べる。
 │。＝＝│　　心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディ
│      │
 └───┘自分で自分を癒す知恵とノウハウをマスターするフラワーエッセンス講座

 　　少人数制だから、しっかりわかる♪できる♪♪

 　┏━━━興味に応じて、4コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┓
 　┃
 　┃　[基礎]
 　┃　フラワーエッセンス基礎講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop0
1.htm
 　┃　　　　　　　　　 6月23日（土）→心と体のつながりと関係性を発見し、フラワー
 エッセンスを
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　心身の健康維持に役立てていくことを目的と
 しています。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　レシピも多数紹介。オリジナル・スプレーの
 製作も行います。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　and more・・・　
 　┃　
 　┃　[アドバンス]
 　┃　外用実践講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop02.htm
 　┃　　　　　　　　　　　7月7日（土）→フラワー・エッセンスでは、唯一ともいえる

 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　アキュ（耳ツボ）・トリートメントのテクニ
 ックを実践。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　ストレスと痛み、 エネルギー消耗、不眠不
 安等への適用法や
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　局所適用方法などを学びます。and more・・
 ・
 　┃
 　┃
 　┃　内服法マスター講座(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop03.htm
 　┃　　　　　 7月21日(土）22日（日）→花の色の特徴について理解を深めながら、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンス88本のポイントを学びま
 す。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　花カード診断の方法、調合方法、摂取方法、

 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　反応パターンを実践を交えながら学び、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　スキルの総括として、調合の実践を行ないま
 す。and more・・・
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　┃　[新設講座]
 　┃　
 　┃　アドバンス・ワークショップ(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop0
4.htm
 　┃　　　　　　　　　　　日程詳細未定→内服法講座での知識をベースに、対面セラピ
 ー、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　百会診断の実践トレーニングを重点的に行い
 ます。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　理論よりも、体感や直観力を使用した
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　実践型ワークショップとなりますので
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　エネルギーのわかる方。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　または、ご理解のある方のみご参加ください
 。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┛

 　>>ご自分やご家族の健康や、スキルアップ、より豊かな人生のために。

 　　親子関係、恋愛関係、職場関係、自己鍛錬、自己実現、スキルアップ、健康・・・
 ＿┌─────────────────────────────────────┐
 ＿
 ＼│　　　自分自身の内なるチカラを引き出し、人生の様々なテーマに向き合い、　　│
 ／
 　│　解決していくノウハウをフラワーエッセンスを通じて獲得していきませんか？　│

 ／└┬───────────────────────────────────┬┘
 ＼



 ── 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─
─

 　海外の病院やケア・センター等でも治療の一環として行なわれている
 　Living Essence『オーストラリアン・ワイルドフラワー・エッセンス』による
 　フラワーエッセンス講座。

 　フラワーエッセンスの体験、知識と、
 　今後の人生の中で「永続的に使える」実用的なテクニックの両面を
 　マスターすることを目的としたカリキュラムです。

 　体験重視の少人数制なので、　気軽に・楽しく・ワカルまで・・サポート。

 　お友達と一緒のご参加なら、もっと気軽で楽しく、
 　さらに、それぞれ５％の割引特典もご利用頂けます♪
 　
 　定員数に達し次第、受付終了とさせて頂きますので、
 　ご希望の方はお早めにご予約ください。

 　▼開催講座の詳細情報は、こちらのページで
 　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ━━      　フラワーエッセンス講座インサイドウォッチ    　━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　　　　フラワーエッセンスの講座ってどんな感じ？
 　　　　　　フラワーエッセンス講座選びのポイントって？

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 　「フラワーエッセンスの講座やセミナー。
 　たくさんあってどこで、何を学んだらいいかの判断が難しい・・・。」

 　こんな声を聞くことがあります。

 　今回は、「あなたにぴったりの講座」を、「選びやすくする」ための
 　ポイントとティップスをお伝えできたらと思います。

 　～幸せな講座選びのポイント～

 　私たちの教室は、高尾駅から、徒歩3分の立地にあります。

 　東京駅から電車で約1時間。
 　新宿駅からも約45分（いずれも特快を利用の場合）掛かりますが、

 　おかげさまで、北は北海道、南は、宮古島、
 　東は太平洋岸から、西は日本海岸から、（笑）

 　大変ピュアで、熱心。ナチュラルで、ナイスな生徒さん達に、
 　ご参加、お越し頂いています。（本当に、ありがたいです。）

 　遠路はるばる・・・
 　どうして、コチラの講座へご参加頂いたのでしょうか？

 　ソレは、私にとっても、ひとつの大きななぞでもありました。（笑）

 　そこで、生徒さんたちに、
 　ひとつのシンプルな質問を投げかけ始めました。（笑）

 　「この講座にお申し込み頂いたポイントは、どこでしたか？」

 　この問いは、現在でも、
 　私がとても、大切にしたいと思っている質問です。

 　ナゼだとおもいますか？



 　それは、私共が、ホームページやメールマガジンなどを通じて
 　発している様々な情報や雰囲気によって、

 　（そのかたのお申し込みというアクションに到った背景に潜む）

 　そのかたの持つ「イメージや想い」に、
 　私共が、応えられるであろうことを、
 　（意識的、無意識的に）予想し、
 　信頼して頂いた結果として、ご参加頂いているという
 　その本質にお応えするための質問です。

 　従いまして、講座では、
 　「イメージ以上の収穫と満足をお持ち帰りいただくこと」をモットーに、

 　常に、

 　『 講座カリキュラム+ ”α” 』

 　の”α”の部分（αは、そのひとそれぞれお持ち寄り頂いた講座に対する想い）

 　に、想いを馳せ、

 　「お互いに」　「楽しんで」　「語らう」ことで、

 　結果として、「インスピレーションに富んだセッション」が起こり、

 　「自然のうちに学ぶ」というスタイルが実現できているように想います。

 　トークも、エネルギーの交換ですからね。

 　エネルギーが交流しあうことで、
 　新たな楽しいセッション（出来事や現実のクリエーション）が
 　自然発生的に起こりますし、とてもとても、楽しいのです。（笑）

 　生徒さん同士の出会いや交流も、傍からみていて、
 　「ご縁だなぁ～☆」と思えることが大変多く、
 　出会いのセッテイングの妙もあります。

 　最終の内服法講座などでは、
 　みなさん各自それぞれが、抱えていたテーマに対して
 　わからなかった解決の糸口がわかったり、モヤモヤが晴れたり、
 　気付きが起こったりといったお土産が付く場合もあります。

 　これは、多くの”ナカマ”と共に行う体験エクササイズや、
 　マスターマインドの成せる技でもあります。

 　一期一会のセッションですね。（笑）

 　最初のテーマである
 　「あなたにぴったりの講座」を、「選びやすくする」ための
 　ポイントのひとつは、そこにあるように想います。

 　「あなたにぴったりの幸せな講座選び」の
 　「ぴったり」や、「幸せ」な部分は、
 　実は、みえないものであり、感じるものであるからです。

 　「じぶんぴったりの幸せな講座選び」を行う際に、

 　一番最初に、
 　頭や心のなかで、ある質問を投げかけるとよいでしょう。

 　「フラワーエッセンスの講座を受けたら、
 　どんなかんじで、どんなだったらいいなぁ～。
 　それは、じぶんにとって、どんなに有意義で、幸せだろう・・・」

 　という、目標や目的、じぶんが幸せを感じる参加イメージを、
 　じゅうぶんに、膨らませておきましょう。



 　そのイメージを心とあたまの片隅において置けば、

 　さまざまな講座情報に出会ったときに、
 　「行きたい」っと想う講座と出会い、
 　ハッキリ　「ソレ」とわかることができるでしょう。

 　みなさんも、フラワーエッセンスの講座を選ぶときには、
 　ご自身に、この問いかけをしてみてください。

 　すべては、まず、さいしょに、
 　あなた自身が幸せになるために。

 　その先で、お会いすることができれば、サイコーです。（笑）

 　＜講座は、運営側にとっても、サイコーに楽しいのです♪

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ☆／★／　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＼★＼☆
 ／★／　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　　＼★＼
 ★／　┏━━┫フラワーエッセンス専門店の品質とサービス　┣━━┓　＼★
 ／　　┃　　┃　　　そふとしぇる☆オンラインショップ　　┃　　┃　　＼
 　　　┃　　┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛　　┃　　
 　　　┗━━━━━┛　　　　　　　　　　　　　　  ┗━━━━━┛
 　　　　　　　　http://FlowerRemedy.com/shop/shop.htm

 みなさまのサポートで、メルマガ発刊させて頂いております！
 ありがとうございます♪

    【新製品お取扱開始予定のおしらせ】

   「オーストラリアン・ワイルド・フラワーエッセンス専門店」が
 　 新たにご紹介するドクターズ・コスメ＆サプリメント

 　　　　　　『オザキコスメ　基礎化粧品シリーズ』　発売予定のおしらせです。

 　　「フラワーエッセンス専門じゃないの？」っという声が聞こえてきそうですが、
 　　そうです！(笑）

 　　基礎化粧品もご紹介させて頂くことになりました。

 　　個人的に、数ヶ月愛用していますが、
 　　『とても良いパフォーマンス』の基礎化粧品類です。

 　　良質の人生を送るためには、「心技体」、「ボディ・マインド・スピリット」の
 　　バランスと向上が大切。

 　　女性の場合は、「イキイキ」「ハツラツ」とした内面の美しさを、
 　　外から、サポートするひとつの製品として、基礎化粧品があるとおもいます。

 　　クレンジングや、シャンプーは、特にオススメ。
 　　デリケートなお肌のかたにも、お使いいただけます。

 　　基礎化粧品類は、
 　　スキンラスタークリームの前にお使いください。

 　　毎日使うものだから。よいものを。
 　　そんな方こそ。一度、お試しください。(笑）
 　　結果と本物を求める方に。きっと、ご満足頂けると想います。

 　頭皮のダメージにオススメ。
 　フェルテシャンプー（しっかり使える380ml）
 ▼キャンペーンプライス　2,520円(税込）

http://flowerremedy.com/shop/dsrcosme/falte.htm



 　その他基礎化粧品は、6月初旬に掲載予定です。

------------------------------------------------------------

 >　　　あなたにぴったりが、必ずミツカル

 >　　　　　:*.☆。フラワーエッセンスをお求めなら・・・。☆.*:
 >　　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 >　　　　◆●◆　　　高品質な製品＆サービスをお約束　　◆●◆
 　　　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 >　　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

 5000円以上のお買い上げで
   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 全国送料無料＆スピーディーな当日・翌日発送（特定日除く）
 (‾－|‾‾|　　　
  ◎‾‾◎‾ 　　

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　送料無料　　┃　⇒　全国一律送料設定。送料無料も、税込5000円から。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　スピーディ　┃　⇒　当日・翌日発送対応（特定日除く）
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　時間指定　　┃　⇒　キメ細やかな時間指定対応。
 　　　┗━━━━━━━━◆
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　多彩な決済　　┃　⇒　クレジットカード
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　便利なコンビニ後払い・代金引換にも対応
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　品質管理　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる製品管理。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　回転の速いフレッシュな製品をお届け。
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　無料相談　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる無料相談。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　もちろん。使用方法のアフターフォローも徹底
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　プレゼント　　┃　⇒　製品パフォーマンスを高めるツールのプレゼント♪
 　　　┗━━━━━━━━◆　　　

 　　　　結果を求める方の、エッセンス選びに。
 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　　　　　▼　セラピストに相談できるウェッブショップ　▼
 　　　　　　　　 http://FlowerRemedy.com/shop/shop.htm
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　みなさまのサポートで、メルマガ発刊させて頂いております！
 　ご理解とご協力、ありがとうございます♪

┌─────┐
 │編集後記  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　　最近、講座開催日程に関する
 　　お問い合わせを多数頂戴しています。

 　　＜ありがとうございます♪

 　　開催ローテーション期間が、少し開き過ぎました。（笑）

 　　楽しくて、有意義で。
 　　参加した方、それぞれが、
 　　期待していた以上のナニカをお持ち帰り頂けるような、
 　　「毎回が特別」な、講座を開催していきたいと思います。

 　　お問い合わせくださった方、ありがとうございました。

 　それでは、みなさん・・・さらにさらに、
 　げんきで、はっぴーで、らぶらぶで♪

 　5月28日12：31分現在、高尾のオフィスにて。

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    



         カラダ・ココロ・スピリチュアル
  “Wisdom is nurturing body, mind and soul” 
         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

 　みなさん、今回の「フラワーエッセンス・ジャーナル」は
 　いかがでしたでしょうか？

 　メルマガ、ホームページに関する
 　皆様のご意見ご感想お待ちしております♪

 　次号まで、See You♪♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 フラワーレメディ情報メルマガ「フラワーエッセンス・ジャーナル」

 ■ 掲載された内容を許可無く転載することを禁じます。
 ■ ご意見・ご質問はこちらまで http://flowerremedy.com/information/qform.htm
 ■ ＜そふとしぇる＞ＨＰアドレス http://www.FlowerRemedy.com
----------------------------------------------------------------------
 　このメールマガジンはインターネットの本屋さん「まぐまぐ」
 　を利用して発行しています。
 　購読の解除はお手数ですが下記ＨＰにてお願い致します。
 　まぐまぐマガジン     http://www.mag2.com      ID=0000108972 
────────────────────────────────────
 　発行者：そふとしぇる / FlowerRemedy.com (http://www.FlowerRemedy.com )
────────────────────────────────────
    Copyright(C)  Softshell, FlowerRemedy.com   All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★
 　 
 　　 　　 http://www.FlowerRemedy.com　（HPはココをクリック！）
 　　 
 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★ 

http://flowerremedy.com/
http://flowerremedy.com/
http://flowerremedy.com/

