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==========================================================================
 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　『　ワイルドフラワー　エッセンスの魅力とその特性　』　┃
 ┃　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　┃
 ┃　　　　　　　オールカラー冊子が刷り上りました♪　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃　　▼　2月の講座で リリースされます▼　┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
 　　[対象講座]　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　
*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

  
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

                                                           
┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ フラワーエッセンスコラム：めるまが紙上で受講できるオープンセミナー
 　│　　　　　　　　　　　　　　 ☆願いを叶えるセッション3☆
 　│
 　├→ 『ワイルドフラワー　エッセンスの魅力とその特性』刷りあがりました。
 　├→ 体験レポートをアップしました。
 　└→ 編集後記

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　親愛なるメルマガ読者のみなさまッ♪
 　　こんにちは♪♪

 　　フラワーレメディ.com そふとしぇる
 　　LiFE認定ファシリテーター、セラピストのさだまさです。

 　　去年より製作していた

 　　『ワイルドフラワー
 　　エッセンスの魅力とその特性』

 　　という冊子が出来上がってきました。

 　　88種の詳細な花の特性とアキュポイントを
 　　全て網羅した、オールカラー版です。

 　　内容は、本文でご紹介しますねっ☆

http://flowerremedy.com/
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm


 　　それでは

 　　めるまが紙上で受講する
 　　フラワーエッセンス・エクササイズ・オープンセミナー

 　　願いを叶えるイメージワークと瞑想法【その3】
 　　スタートですッ

 　　続きは本編で・・・
 　　お楽しみください♪

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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。

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

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　　　願いを叶える　めるまが紙上オープンセミナー　┣━┓
 　　┃♪┃　　　　　　　イメージワークと瞑想法　　　　　　　┃♪┃
 　　┃  ┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛  ┃
 　　┗━━┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━┛
 　　

 　　　　めるまが紙上で受講する
 　　　　フラワーエッセンス・エクササイズ・オープンセミナー

 　　　　　　願いを叶えるイメージワークと瞑想法【その3】
------------------------------------------------------------

 　　　みなさん。こんにちは。

 　　　いよいよ、ワーク編に入ります。

 　　　▼前回号を未読の方は、先に、こちらをご覧くださいね。
 　　　http://archive.mag2.com/0000108972/20080129160428000.html

 ～～～～～～～～～【用意するもの】～～～～～～～～～～

 　1.気になるストックボトル
 　http://flowerremedy.jp/?mode=cate&cbid=199286&csid=0
 　http://flowerremedy.jp/?mode=f1

 　ご注意ください！

 　ご使用になるフラワーエッセンスは、
 　鮮度よく管理されているもの限定で、
 　ボトルに半分以上、エッセンスが残っている状態のものをご使用ください。

 　お求めになる場合のポイントは、前々回号のめるまがでご紹介しています。
 　http://archive.mag2.com/0000108972/20080126171158000.html

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 　　【イメージング編】

 　　　それでは、みなさん、準備はいいですか？
 　　　セミナー、ワーク編にはいらせて頂きます。

 　　　前々回号では、ワークの為のリラックス方法
 　　　前回号では、イメージング方法について触れました。

 　　　イメージングの方法、エッセンスの選び方については、
 　　　▼こちらで、リマインドしてください。
 　　　http://archive.mag2.com/0000108972/20080129160428000.html

 　　　　そのイメージ、その時の気持ちを充分思い出しだら・・・・・

http://flowerremedy.jp/?mode=f1


 　　　　右手で、選んだエッセンスを握ります。

 　　　　右手で、エッセンスを握ったまま、イメージングを進めていきます。

 　　　　すると・・・・・。

 　　　　先ほどとは、違ったイメージの展開や
 　　　　感情を抱いていることに気が付くでしょう。

 　　　　場合によっては、一瞬、ネガティブな感情や考えが
 　　　　現れるかもしれません。

 　　　　それでも、そのまま観察を続けていきます。

 　　　　マインドワークだけで、うまくいかないひとは
 　　　　実は、ここがとっても大切。
 　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 　　　　普段は、頭で、「こうなりたいな～」
 　　　　「こうなればいいな～」っと、想っていても

 　　　　もっと深い層では、別の気持ちや想いなどが
 　　　　ソコにあることがわかります。

 　　　　考えと本心に
 　　　　ギャップがあることがみつけられるかもしれません。

 　　　　そこで、同時に、フラワーエッセンスによって
 　　　　http://flowerremedy.jp/?mode=f1
 　　　　より深い層にも、アプローチを行っていきます。

 　　　　テーマにぴったりのフラワーエッセンスを選んで
 　　　　右手で握り、そのテーマに対する考えや気持ちが
 　　　　ポジティブに変わるまで続けていきます。

 　　　　この右手でエッセンスを握る方法は

 　　　　実はバルナオ博士が、最初にフラワーエッセンスを発見した時に
 　　　　同時に発見した手法を応用したもので・・・・。次号へ続く。

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

 　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:
 　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━‥…━…‥…━　◆
 ◆●◆　　『ワイルドフラワー　エッセンスの魅力とその特性』　◆●◆
 　◆　　　　　　　　　　刷りあがりました　　　　　　　　　　　◆
 　　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━‥…━…‥…━　
 　　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:
 　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　　　去年より製作していた

 　　　　『ワイルドフラワー
 　　　　エッセンスの魅力とその特性』

 　　　　という冊子が出来上がってきました。

 　　　　88種の詳細な花の特性とアキュポイントを
 　　　　全て網羅した、オールカラー版です。

 　　　　当初、プロフェッショナル・スキルコース用
 　　　　教材として製作したため

 　　　　セラピストの卵の方達が、カウンセリングの際に

http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm


 　　　　そのまま利用できるように
 　　　　本文も全面見直しを行い、より一層
 　　　　オーストラリアのオリジナルに近い内容になったと想います。

 　　　　サイズも
 　　　　横14.5Ｘ縦21サイズと
 　　　　軽量・コンパクトに仕上がりました。

 　　　　イメージ画像は、下記文中でご覧頂けます。
 　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　　　また、今回のイントロダクションスキルコースを
 　　　　受講される方には、朗報です。

 　　　　『ワイルドフラワー
 　　　　エッセンスの魅力とその特性』全3部を
 　　　　特別教材としてプレゼント。講座で使用していきたいと想っています♪
 　　　　お楽しみに☆

 　　　　基礎からプロを目指す方まで

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　☆　　　　　　　参加受付中の講座　　　　　　☆　┣━┓
 　　┃　┃　　　レベル１　イントロダクション コース　3回　　┃  ┃
 　　┃　┃　　　レベル２　プロ　スキル修了資格コース 8回　　┃  ┃
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm ┗━━┛
 　　

┌───┐
 │。――│　　書籍『西オーストラリア花物語』の内容を、日本で学べる。
 │。＝＝│　　バルナオ博士夫妻、直伝の特別レッスンを受けた
 │      │　　認定ファシリテーターが、直接指導にあたる日本唯一の講座。
└───┘

 　　　心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディコース。

 　　　フラワーエッセンスの知識を得ることによる効果効能の特集は
 　　　▼前々号メルマガで、詳しくご紹介しています。
 　　　http://archive.mag2.com/0000108972/20080126171158000.html

 　┏━━━目的に応じて、2コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┓
 　┃
 　┃　[イントロダクションコース3回]
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　
 　┃　　　　　　　2月9日、10日、11日→フラワーエッセンス療法を
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　体験エクササイズを通じて
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　やさしく理解しながら、実践。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　自分を癒しながら、フラワーエッセンスの
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　ヒーリングメソッドをトータルに身に付ける
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　人気のイントロダクションコースです。
 　┃　
 　┃　　フラワーエッセンスの基礎、製品知識、耳ツボトリートメント、内服診断、調合
 の理論
 　┃　　知識を学び実践すると共に、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
 　┃　　製品を心身の健康維持に役立て、様々なシーンに対応できる能力を身に付ける
 　┃　　ことができます。　上級講座のベースとなるメソッドを総合的にマスターします
 。
 　┃　
 　┃　
 　┃　[アドバンス]
 　┃　プロフェッショナルスキルコース(8回＋試験）
 　┃　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃　　　　　　　日程はＷＥＢで→プロフェッショナルとしての資質とスキルを身に付
 ける。
 　┃　                            フラワーエッセンス療法、フラワーレメディの
 　┃　                            プロの知識とテクニック。
 　┃　                            セラピーの実践対応力、応用力、成長力のための
 　┃　                            育成プログラム。

http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm


 　┃　
 　┃　
 　┃　　フラワーエッセンスの基礎、製品知識、耳ツボトリートメント、内服診断、
 　┃　　調合の理論知識をベースとして、プロとして必要な心構えと資質、精度の高い対
 面診断
 　┃　　百会診断の方法、カスタム製品の作り方の他、今まで誰も教えてくれなかった
 　┃　　効果的なセラピーの進め方と、実際の現場で必要となる対応力、応用力を培う方
 法
 　┃　　セラピーでそのまま使える資料一式を公開。 
 　┃　　プロの現場で培ったノウハウを余すところ無くお伝えします。
 　┃　
 　┃　　修了試験に合格後は、コース修了証が発行され
 　┃　　フラワーエッセンスのプロとして必要な
 　┃　　資材・製品供給サポートをお受け頂くことができるようになります。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┛

 　　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獲得する　　　　　　　　　　　│

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

 　　フラワーエッセンスの体験を通じて、知識を深めながら、
 　　今後の人生の中で「永続的に使える」実用的なテクニックを
 　　マスターすることを目的とした講座カリキュラムです。

 　　どの講座も体験と実践を通じ、じぶんの変化を感じながら、
 　　スキルを身に付けていく、アットホームな少人数制のコースです。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　　　100％の受講者から、『よくわかった』『楽しかった』と
 　　　ご評価を頂いています。

 　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　　┃　講座修了後のアンケート結果：　　　　　　　　┃
 　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　　　┃　よくわかった　　　　　　　　　　→100％　　 ┃
 　　　┃　楽しかった　　　　　　　　　　　→100％　　 ┃
 　　　┃　充実した内容だった　　　　　　　→80％　　　┃
 　　　┃　もっと勉強してみたい　　　　　　→80％　　　┃
 　　　┃　他（プロ）の講座にも参加したい　→60％　　　┃
 　　　┃                                              ┃
 　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　　その理由は・・・・

 　　　▼こちらでご覧頂けます。
 　　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　　定員数に達し次第、受付終了とさせて頂きます。
 　　残席少々ですが、未だ間にあいます。

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

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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ☆／★／　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＼★＼☆

http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm


 ／★／　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　　＼★＼
 ★／　┏━━┫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　フラワーエッセンスショップ
 　　ちょこちょこっと、リニューアル

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　

 　　みなさんに気が付く程度に（笑）
 　　
 　　体験談レポートをアップしました。
 　　http://flowerremedy.jp/?mode=f4

 　　フラワーエッセンスの作用の現れ方は、
 　　そのひとのテーマ毎に異なります。

 　　他の方の体験談って参考になりますし
 　　面白いですよーっ♪

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　前号のめるまがで、ヒソヒソしたお年玉ポイントクーポン番号の
 　　ご利用は、月末までです。Check it☆

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

 　　■■■　■■■　　　お買い物で貰える　ハッピーポイントとは？
 　■□□■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■□■■■■■■■■■　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　　◆●◆
 　　　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 >　　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 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5倍サービスで、
 　　　┗━━━━━━━━◆　　　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。
 　　　┗━━━━━━━━◆
 　　　◆━━━━━━━━┓

http://flowerremedy.jp/
http://flowerremedy.jp/?mode=f9


 　　　┃　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
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ☆お友達にご紹介頂きました方には

 お友達がショップをご利用頂く際に、
 ご紹介者様欄にフルネームを明記して頂くだけで、
 お友達、ご紹介者様、それぞれに、
 もれなく500ポイントをプレセントさせて頂きます。

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

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

 　冒頭でもご紹介した

 　『ワイルドフラワー
 　　エッセンスの魅力とその特性』全3部

 　　完成まで、約半年の歳月を費やしました。

 　　一番苦労した点は、文章のニュアンスです。

 　　バルナオ博士の言葉に託された世界観を
 　　できるだけそのまま伝えること。

 　　大変だったですが

 　　彼の世界観と、彼の言葉の意味するところと
 　　現実のバランス加減を・・・

 　　文章に起こすのは
 　　ある意味、じぶんの役割かなと想って進めました。

 　　更に、内容を改定するにあたり
 　　ユーザービリティを
 　　更に向上したものにしたいな～っということで

 　　1.バルナオ博士のオリジナルに、より近い内容にすること

 　　2.わかりやすい言葉、表現、ニュアンス

 　　3.花カードをした後に、スグに検索できるように
 　　　INDEXを整えること

 　　4.且つ、お花の写真を花カードとあわせること、
 　　　オールカラーにすること

 　　5.電車での持ち運びも便利なように、軽量で、コンパクトにすること

 　　以上を、実装する内容になったと想います。

 　　その結果、
 　　セラピーの現場でも使いやすいように
 　　より使いやすく、わかりやすく、綺麗に。

 　　詳細なお花の特性とアキュポイントを
 　　カラーでご紹介できるようになりました。



 　　こうして、まずは、教材として、みなさんに
 　　近々、お渡しできることがとても嬉しいです。

 　　楽しみにしてくださいね☆

 　　それでは、次回まで

 　　アディオス♪

 　　12：18高尾のオフィスにて。

 　Mixiにも、居ますので
 　みなさん気軽に声をかけてくださいねっ♪

 Mixiコミュ　→　http://mixi.jp/view_community.pl?id=2958623

 　MixiID（フラワーエッセンスマスターの名前で居ます。）
 →　http://mixi.jp/show_profile.pl?id=11898510

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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
----------------------------------------------------------------------
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