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 夏の超特大号
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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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→  オリジナルコラム：夢や目標を達成するには？
 　│　　　　　　　　　　　トランスフォーメーションとイニシエーション
 　│　　　　　　　　　　　あるお受験でのフラワーエッセンスなお話。
 　│
 　├→  オリジナルコラム：プロフェッショナルな資質って？
 　│
 　├→  8月開催講座のお知らせ（東京地区）
 　├→  元気に夏を楽しもう！夏のお勧めエッセンス（ショップからのお知らせ）
 　├→  無料ブログメールマガジン「お花からのメッセージ」新発刊のご案内
 　└→  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。

 　　先週末、八王子市の花火大会に、出掛けました☆
 　　

 　　規模はそんなに大きくないけれど、程よく空いていて
 　　のんびり観覧には、丁度よいノリなのです。

 　　夏の夜空を埋め尽くす
 　　打ち上げ花火の迫力と音のバイブレーションに包まれると

 　　心の底から、
 　　「あ～。日本人で良かった。」(笑）っと想います。

 　　私は、花火が大好きだから、
 　　日本人に生まれてきたんじゃないかなぁ～っと想うのは、
 　　あながち間違いではないでしょう。（笑）

 　　夏の高気圧とエネルギッシュなヴァイブレーションを
 　　メールマガジンに乗せて・・・。

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


 　　（ＦＥジャーナル史上、最大級のボリュームです。
 　　　お時間のあるときに、少しずつ、お読みください。笑。）

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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！
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 セラピストのオリジナル・カキオロシ・コラム

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　 ☆　　　　　　夢や目標の達成。　　　　　　☆　 ┣━┓
 　　┃　┃　　　　　　トランスフォーメーションと            ┃  ┃
 　　┃　┃　　　　　　　  フラワーエッセンス                ┃  ┃
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛　　　　　ある可愛い生徒さんのお話し　　　　　┗━━┛
 　　

 　　　フラワーエッセンスの講座では、
 　　　様々な楽しいことが起こります。

 　　　今回は、マインドワークのお話です。

 　　　前回のメルマガで、「出会いの妙」についてのお話をしました。

 　　　今回は、もうひとつのミラクルなお話。(笑）

 　　　夏！っということで、夏休みとフラワーエッセンスに
 　　　ちなんだお話をご紹介したいと想います。

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

 　　　～お受験にも、フラワーエッセンス？～

 　　　2年前の夏のことです。

 　　　とあるグループにお招き頂き、横浜で、講座を開催しました。

 　　　その講座をとりまとめていらっしゃった方には、その当時
 　　　小学校5年生になる、娘さんが居ました。

 　　　夏休みとあって、その娘さんと、
 　　　お友達がやってきて、大変興味深そうに聴講していました。

 　　　娘さんのお友達は、周囲に馴染めず、
 　　　大変デリケートな状態であるということもあって、
 　　　お母さんも、フラワーエッセンスにご興味があり、
 　　　一緒に聴講となったようでした。

 　　　大人達の心配は、よそに、
 　　　その可愛らしい生徒さんは

 　　　色がマインドに与える影響について、
 　　　また、花の特性について、

 　　　子供らしい感性と視点をもって
 　　　大変積極的に、意見を発言してくれました。

 　　　ホワイトボードに書く漢字のつづりを彼女達に聞いたりもしました。（笑）

 　　　そんな彼女達ですが、フラワーエッセンスの講座以外に
 　　　もうひとつ、参加している講座がありました。

 　　　進学のためのサマースクールです。（進学塾ですね。）

 　　　両方をこなしていた彼女達。
 　　　またの再会を約束して、あれから、2年経ちました。

 　　　その間、お勉強や精神面をサポートする
 　　　エッセンスのご相談を受け、
 　　　試験日当日まで、コンスタントに、
 　　　スプレーや内服エッセンスを使っていたと聞いています。



 　　　そして、今年の春に、二人とも、
 　　　国立御茶ノ水女子中学に無事入学したとの知らせを頂きました。

 　　　スゴくないですか？！(驚笑！）

------------------------------------------------------------
 　　　お受験だけじゃない。夢や目標を達成するために。
 　　　成長をサポートするフラワーエッセンス。
------------------------------------------------------------

 　　　彼女達のお母さんからのレポートによると
 　　　ある傾向がみてとれました。

 　　　彼女達は、主に、「不安感のサポート」や、
 　　　「目標に対する持続力」「気合の入りすぎ」を目的として
 　　　フラワーエッセンスを使用したというのです。

 　　　彼女達にそのケイパビリティがあり、
 　　　そのための努力を行ったことはいうまでもありません。

 　　　が、彼女達が目標としていた学校を受験した
 　　　他のお子さんだって
 　　　同様の資質を持っていたと考えられます。

 　　　違いがあったとするならば、
 　　　数年のプロジェクトを達成する過程で、
 　　　波のようにやってくる感情と折り合いを付け、
 　　　セルフコントロールができたか否か
 　　　が、ひとつのポイントではないでしょうか？

 　　　オーストラリアの知人に、
 　　　自然療法とダイエット（食事療法やビタミン療法）のセラピストが居ます。

 　　　彼女の話しにも、共通する興味深いお話があります。

 　　　彼女は、アルコール中毒や、ウエイトオーバーなど、
 　　　日常生活に支障をきたすようなライフスタイルを改善し、
 　　　サポートするために、補助的にフラワーエッセンスを
 　　　使用しているというのです。

 　　　彼女のクライアントさん達は、”カイゼン”の為に、
 　　　「しないほうがいいこと」と「したほうがいいこと」は、
 　　　頭では、充分承知をしているのだけれど、

 　　　結局、「長続きできない」ことが問題であり、
 　　　継続するための意思力のサポートに、
 　　　フラワーエッセンスを併用して
 　　　使ってもらうようになったと教えてくれました。

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

 　　　前者（お受験ふたり組）も後者（自然療法のクライアントさん達）も
 　　　目指すところは違っても、
 　　　向かいあっていることは、同じなんですね。

 　　　感情との折り合いとセルフコントロールと持続力です。

 　　　これらは、夢や目標を達成するときにも、現れます。
 　　　
 　　　逆に、これらをクリアーできれば
 　　　夢や目標を達成できるところまで
 　　　（実現まで）非常に近くなるワケです。

 　　　スピリチュアルな観点で言えば、
 　　　トランスフォーメーションのための
 　　　イニシエーション時に起こる
 　　　古いじぶん（の感情）を捨て、
 　　　乗り越える作業とでもいいましょうか。

 　　　以下に、受験生だった彼女達が
 　　　好んで使っていたエッセンスをご紹介します。

 　　　マインドワークや、スピリチュアルワークに。
 　　　　　～お勧めのサポートエッセンス～　　　



 　　（花カードができる方は、花カードの情報を優先してくださいね！）

 　　　[気合の入りすぎや不安感に。]

 　　　→オーラスプレー。
 　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4049463
 　　　→バランスオブマインド。リラックス
 　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4039018

 　　　[持続力。内面の強さに。]

 　　　→バランスオブマインド。精神力。
 　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4048829

 　　　[マインドをリフレッシュ！]

 　　　→バランスオブマインド。集中と瞑想
 　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4048841
 　　　→バランスオブマインド。創造性
 　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4048836

 　　　夢や目標を達成したい方のお役に立てれば幸いです♪

 　結果を求める方の、エッセンス選びに。フラワーエッセンスのお求めは
 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　　　　　▼　しあわせデリバリー☆フラワーレメディ.jp　▼
 　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.jp
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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 セラピストのオリジナル・カキオロシ・コラム2（理由：夏の超特大号なので。）

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　 ☆　プロフェッショナル　スキル　コース　　☆　 ┣━┓
 　　┃　┃　　　　　　　　　　　予告編   　　　　　         ┃  ┃
 　　┃　┃　　　　　プロフェッショナルな資質って？          ┃  ┃
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛　　　　　資格じゃないです。資質です！　　　　┗━━┛
 　　

 　　　日頃、頂戴するメールの中には、
 　　　フラワーエッセンスセラピストとして活動するには
 　　　専門の勉強や、資格が必要でしょうか云々・・・・
 　　　またこれらが無いと活動しては、いけないものなのでしょうか云々・・・。

 　　　といった内容のものがあります。

 　　　この場をお借りして。

 　　　セラピストは、
 　　　資格じゃないよ。資質だよ！・・・です。(笑）

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

 　　　今まで、フラワーレメディ.com そふとしぇるでは、
 　　　セルフヒーリングの普及を中心的に講座を開催してきました。

 　　　何故ならば、私たちひとりひとりに、
 　　　自分自身を癒すチカラも
 　　　自己実現していくチカラも本来備わっていて、
 　　　そのキーとなる領域にアクセスする方法を
 　　　フラワーエッセンスを正しく使用することで達成でき、
 　　　また、ひとりひとりが、セルフヒーリングを実践することによって
 　　　より良いコミュニケーションによる社会が
 　　　実現できると想っているからです。

 　　　その中でも、もっと勉強を深めて、普及活動を行って行きたい
 　　　その一端を担いたいという方には、



 　　　オーストラリアのバスデバーバルナオ博士の主催する
 　　　リビング・フラワーエッセンス・アカデミーへ留学をして
 　　　頂いていました。

 　　　創始者から、学べるのが一番ですから。(笑）

 　　　ですが、オーストラリアでの数ヶ月間と数百万円は、
 　　　期間的にも費用的にも、一部の方を除き、直ぐ準備することができない
 　　　その間にも、学びを進めたいというお声を多数頂き、
 　　　その間の架け橋として、
 　　　日本で、プロフェッショナル・スキル・コースのカリキュラム策定を
 　　　進めています。

 　　　最初のテーマにもありますが、プロフェッショナルのスキルとして
 　　　大切なポイントは、資格ではなく、資質と考えています。

 　　　フラワーエッセンスのセラピーでは、ひとつとして、
 　　　同じケースが発生しません。

 　　　フラワーエッセンス・セラピーは、
 　　　クライアントさんのセッションであると同時に、
 　　　ある意味、セラピストにとってもセッションなのです。（共同作業ですね♪）

 　　　ですから、
 　　　「ただ、テクニックを教えるだけ」
 　　　「ただ、覚えるだけ」では、通用せず、
 　　　千差万別の状況に対応できる人材が育たないのです。

 　　　セラピストの資格をとった後でも、
 　　　「このこのケースの場合は、どうしたらいいのだろう？」っという
 　　　状況に出会った時の対応力、そのための洞察力も併せて必要になります。

 　　　（物事の本質を観るチカラ。導き出すチカラです。）

 　　　ですから、私共の学習のアプローチ方法は、
 　　　「体験」や「使い方のテクニック」という実践的な内容を習得しつつ、
 　　　その過程に於いて、その背景となる「理論」を
 　　　導き出していくというような
 　　　オーストラリアのスタイルを採用しています。

 　　　この方式（着眼点）をマスターしていくと、
 　　　フラワーエッセンスや、物事に対する洞察力が養われていき、
 　　　体験やプロセスを、より良く理解できるようになり、
 　　　またこの視点を持つことが、セラピーを行っていくうえでも
 　　　大変重要な資質（＝スキル、チカラ、理解力）となっていきます。

 　　　また、このチカラが宿ってくると、人生のあらゆるシーンが
 　　　自分自身にとって、楽しい学びの機会となるはずです。

 　　　以上、ご共感頂けるようでしたら、とっても嬉しいです♪

 　　　そのような方々と、講座で、お会いできる日を楽しみにしています♪
 　　　是非是非、お仲間になりましょう♪

 　　　プロフェッショナル　スキルコースでは、
 　　　プロとして実際に活動した経験やノウハウを
 　　　余すところなくお伝えしていきたいと想っています。

 　　　私の活動経験が、プロを目指す方々のお役に立てましたら
 　　　大変、嬉しく想います。

 　　　尚、コースにご参加頂く前提として、
 　　　セルフヒーリングの3講座をご受講頂いた方を
 　　　対象とさせて頂きたいと想っていますので、
 　　　ご興味のある方は、是非、夏の講座にお越しください。

 　　　ご参加を心よりお待ちしております♪♪

 　　　LiFE認定ファシリテーター/LiFE認定セラピスト
 　　　定政千恵



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

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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　　　　　基礎の基礎から、百会診断まで・・
 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★
 　┏━┫　＝　8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
 　┃　　　　　　　　　　　8月18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
 　┃　　　　　　　　　　　8月25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
 　┃　　　　　　　 9月8日(土）9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
 　┃　　　　　　　　　　　　日程調整中→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？　│

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

 　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講座カリキュラムです。

 　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。

 　みなさまにお会いできますことを楽しみにしています♪♪

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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　　　　　　新サービス！
 　　　　　　　ショップポイント・スタートのおしらせ
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ☆／★／　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＼★＼☆
 ／★／　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　　＼★＼
 ★／　┏━━┫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.jp

 　　　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp　より

 　　　　　みなさまの益々のハッピーに♪

 　　　　　日頃の感謝の気持ちとして、ショップポイントサービスをプレゼント

 ☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*☆

 　　■■■　■■■　　　お買い物で溜まったポイントは
 　■□□■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■□■■■■■■■■■　500ポイント＝500円としてのご利用のほか
 ■□■■■■■■■■■　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■■□■■■■■■■■　ポイントのご利用時にも、ポイントを加算！
 　■■■■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　■□■■■■■　　　５倍ポイントサービスや
 　　　■■■■■　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　■■■　　　　　前振込には、お振込ポイントも付与させて頂きますッ☆
 　　　　　■　　　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ≪ポイントの貯め方、使い方≫
 ハッピーポイントについて⇒http://flowerremedy.jp/?mode=f9

 >　　　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　　◆●◆
 　　　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 >　　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm
http://flowerremedy.jp/
http://flowerremedy.jp/?mode=f9


   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 全国送料無料設定＆スピーディーな発送
 (‾－|‾‾|　　　
  ◎‾‾◎‾ 　　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃ハッピーポイント┃　⇒　ポイントご利用で、５％相当がサービスに。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　送料無料　　┃　⇒　全国一律送料設定。送料無料も、税込5250円から。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　便利！！  　┃　⇒　携帯用モバイルショップも併設。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　時間指定　　┃　⇒　キメ細やかな時間指定対応。
 　　　┗━━━━━━━━◆
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　ラクラク決済　┃　⇒　クレジットカード決済手数料無料。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　便利なコンビニ後払い・代金引換にも対応
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　　安心　　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる製品管理。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　セキュリティーもベリサインセキュアに対応。

 　　　　結果を求める方の、エッセンス選びに。
 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　　　　　▼　しあわせデリバリー☆フラワーレメディ.jp　▼
 　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.jp
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ━━      　新サービス　　 ほぼ毎日届くお花からのメッセージ   　━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　　　『フラワーエッセンス　お花からのメッセージ』発刊のご案内

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

 　　ほぼ毎日届く情報配信サービス。
 　　『フラワーエッセンス　お花からのメッセージ』。

 　　もう、お読みいただいていますでしょうか？

 　　おかげさまで、現在、土日を除く、毎日配信を行っています。

 　　1日1種類のお花のメッセージをピックアップして
 　　よりわかりやすく、コンパクトにまとめて配信していますので

 　　今日一日を振り返りながら、
 　　インスピレーションとともに、
 　　お花のメッセージを、受け取っていただいたり

 　　フラワーエッセンスのお花を身近に感じていただき、
 　　特性を覚えて頂く学習としても最適です。

 　　フラワーエッセンス講座の受講生のかたも
 　　ぜひ、ご自身のキープアップ、
 　　ブラッシュアップのためにご活用ください♪

 　　インスピレーションと元気を与えてくれる
 　　直感的なお花のメッセージをほぼ毎日、
 　　無料でお届けするメールマガジンサービス。

------------------------------------------------------------
 　　ブログメールマガジン『フラワーエッセンス　お花からのメッセージ』

 　　▼サンプルは、ホームページトップでご覧いただけます。
 　　http://www.FlowerRemedy.com

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

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


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

 　　今回は、夏休み企画「夏の超特大号」でお届けしました。（笑）

 　　この編集後記まで、たどり着いた方、
 　　おめでとうございます♪(笑）

 　　達成感がありますよね。(笑）＜書くも、読むも。(笑）

 　　いよいよお盆まで、あと10日前後となりました。
 　　長期休暇を楽しまれている方も多いかと想います。

 　　休暇を休暇として楽しむも良し。

 　　休暇をステップアップの機会と捉えるもよし。

 　　みなさんが、それぞれ大満足の
 　　充実した時をお過ごし頂けるよう願っています♪

 　　オフィスでは、8月の18日と、25日（いずれも土曜日）

 　　夏にステップアップされたい方のための講座を開催しています。

 　　よろしければ、開放的な気分のままでＯｋですので、
 　　高尾までお足をお運びください。

 　　オフィスは、9日～13日の期間、お休みとさせて頂きます。

 　　ほぼデイリーブロマガもお休みとなる予定です。

 　　それでは、次のメルマガまで。

 　　アディオス♪（←夏のご挨拶バージョン）

 　　
 　　18：18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」
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 　　 　　 http://www.FlowerRemedy.com　（HPはココをクリック！）

http://flowerremedy.com/
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