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==========================================================================
 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　フラワーエッセンス講座　レベル１　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　『4月講座』受付開始致しました♪　　　　　　　 　┃
 ┃　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
 　　[対象講座]　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

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

 　あなたのココロがぴたっとわかる　無料花カード診断
 　あなたをサポートをするエッセンスをセルフチェックのページ
 　http://flowerremedy.jp/?mode=f1　http://flowerremedy.jp/?mode=f1

 　フレッシュで高品質なエッセンスを、毎日お届け。
 　送料、手数料、ポイントもサービス。

 　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp 　フラワーエッセンスショップ　
 　http://www.flowerremedy.jp

 　本格セラピーなら。バルナオ博士直伝セラピストによる
 　癒しと解決と自己実現のためのフラワーエッセンス・セラピー
 　http://flowerremedy.com/therapy/therapyroom.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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ ジャンボ宝くじ当選よりもスゴイ出来事？！
 　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 　├→  4月講座　受付開始のご案内
 　├→ 『アフタースクール　クラブ』
 　├→  スニィーズイーズのちょっと変わった使い方
 　└→  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。

 　　先日、12日の講座でスゴイ出来事が起こりました！

 　　シンクロ？引き寄せ？？

 　　ジャンボ宝くじの当選確率よりも、もっともっと

http://flowerremedy.com/
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.jp/?mode=f1
http://flowerremedy.jp/
http://flowerremedy.com/therapy/index.html


 　　レアなお話です。

 　　続きは、本文でご紹介しますねっ☆

 　　それではメルマガ・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。

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

 　　・・・冒頭のお話の続き

 　　先日、12日の講座でスゴイ出来事が起こりました！

 　　シンクロ？引き寄せ？？

 　　ジャンボ宝くじの当選確率よりも、もっともっと
 　　レアなお話です・・・・。

 　　講座に参加された生徒さんが
 　　講座の資料をみて、突然声をあげました。

 　　「あっ！コレ！」
 　　「でっ・・電車の中で、そう、コノ資料みました！」

 　　私「？？」

 　　「そう、コノ表紙！」

 　　「電車の中で、お花の冊子を真剣に読みながら、
 　　マーカーを引いている人が居たんです。
 　　気になったので、吊革につかまりながら、覗き込んでみたんですけど・・　
 　　アロマのお花じゃないな～って想って・・。」

 　私「えっ？　このお花の特性解説の冊子は、
 　　　つい最近、できあがったばかりで
 　　　講座専用の非売品ですから、講座にご参加頂いた方だけしか
 　　　未だ持って無い冊子なんですよ・・・。」

 　　「え゛ぇーッツツツ？！」

 　私「日本中、いや、この地球上に、5人しか持っていないモノですよ。(笑）

 　　しかも、講座に参加された生徒さんが
 　　たまたま電車で広げていたところに出会ったんですね。(笑）」

 　私「それって、ジャンボ宝くじに当選するよりもレアですよ。（爆笑）」

 　　「印ですね。(笑）」

 　私「印ですよね。(笑）」



 　　前回の生徒さんとも繋がっていたなんて、何て素敵なご縁なんでしょう。

 　　講座中に、そんなミラクルなお話がポコポコ聞こえるところが
 　　ワイルドフラワーの講座の面白いところであり
 　　魅力のひとつなんですよね。(笑）

 　　その後、彼女は
 　　帰宅する時に、電車の中で、
 　　その冊子を広げて読んでみると言っていました。

 　　もしかしたら、次は、あなたがみかける番かもしれませんね。(笑）

 　　▼この冊子をみかけたら、是非、そのひとに、声を掛けてみてください。（笑）
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　楽しい出来事が起こる印かも・・・・。(笑）

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

 　　　　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 ┗━━┛
 　　

 　　3月は、平日特別講座が開催されていますが
 　　「土日の講座開催は無いの？」という声が届きました。

 　　また、4月のプロフェッショナルスキルコース開催前に
 　　レベル１コースを受講したいというリクエストも届きましたので

 　　急遽4月に、レベル１、イントロダクションコースの設定を調整致しました。

 　　4月の新しいスタートを応援するフラワーエッセンス講座
 　　よろしければ、ご参加ください。

 　　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

 　　イントロコースを修了すると、プロコースへの道も開けます。

 　　前回のアンケートの結果
 　　100％の受講者から、『充実した内容だった』と　ご評価を頂いています。

 　　　その理由は・・・・

 　　　▼こちらでご覧頂けます。

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


 　　　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。

 　　　▼開催講座の詳細情報は、こちらのページで
 　　　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
 　　　▼以前のメルマガで、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
 　┃　　今年初の平日コース
 　┃　　　　　　4月5日、6日、12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。
 　┃　
 　┃　
 　┃　　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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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


 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　講座修了後も楽しく学びを深められる　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　┃
 ┃　　　　『アフタースクール　クラブ　』も始動しています♪　　┃
 ┃　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
 　　[対象講座]　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　　講座では、調合マイボトルを製作し
 　　　その後1ヶ月間、調合ボトルを実際に使用しながら
 　　　内面の変化を記録して、学習を深めていく方法や

 　　　受講後に、知識やテクニックを定着させるための
 　　　アドバイスをさせて頂いていますが

 　　　お勉強を、さらに深め続けて頂くために

 　　　講座修了後もみんなが参加できる
 　　　『アフタースクール　クラブ』という
 　　　フォローアップ　プログラムを運営しています。

 　　　講座の内容を忘れてしまった？

 　　　大丈夫です！

 　　　その内容を一部ご紹介致します♪

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

 　1.クラブ会員専用メールアドレスをご用意

 　2.家庭教師？サービス（笑）

 　講義内容に関するご質問を、パーソナルにご回答。
 　メール（ボイスメール）月2回
 　お電話（スカイプ）1回20分

 　3.セラピーのご優待
 　4.お友達の講座ご優待
 　5.講座再受講優先ご案内
 　6.講座再受講費用のご優待
 　7.新教材のアップデートのご案内
 　8.シークレットサービス1（笑）
 　9.シークレットサービス2（笑）

 　等など。
 　

 　後から、知りたい事、聞きたいことがでてきても、大丈夫♪

 　認定ファシリテーターから、パーソナルに電話で
 　質問やレッスンを受けられます。

 　『アフタースクール　クラブ』は、
 　サービスが必要な方だけご参加頂けるサークル会員制度で
 　会費も、運営費のみの980円（1029円税込）だけ。

 　参加希望の既受講者の方は、メールでご連絡くださいね。

 （旧マスター講座、現レベル１コース修了者の方専用サービス）

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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　LiFE認定セラピストの
 　フラワーエッセンス　ピックアップ☆

 　　◆◆◆
 　◆◆◇◆◆　これからの季節にイチオシの
 　　◆◆◆　
 　　＼∥／　　　スニィーズイーズ　スプレーのちょっと変わった使い方。

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


 　　　　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4049474
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　前回、12日の講座でのお話です。

 　　イントロコース1日目に、スニィーズイーズに配合されている
 　　エッセンスの種類や、使用法についてお話をしていた際に

 　　生徒さんの普段のお悩みに、スニィーズイーズが良いのでは？
 　　っと想い、使用してみて頂きました。

 　　彼女は、普段から、

 　　職場のお知り合いから、
 　　みてみて！きいてきいて！（私に注目して！）っという
 　　ギラギラ・ラブミー光線（笑）を頻繁に受けていて

 　　彼女には、悪いのですが・・・
 　　できるだけ、目を合わせないようにしているんです・・・・。
 　　話を聞くのも・・・ちょっと大変なんです・・・との事。

 　　そこで、試しに、スニィーズイーズを
 　　目の周りと頭と、そして、イレギュラーですが、耳に
 　　丹念にスプレーして頂きました。

 　　そうすると。

 　　頭もスッキリと、耳もとっても、軽く楽に・・
 　　すっかりリフレッシュされたような気持ちになったそうです。

 　　スニィーズイーズスプレーには、

 　　カウズリップオーキッドや、
http://flowerremedy.com/lifejapan/pages/FlwCowslipo.htm

 　　シャイブルーオーキッドが調合されているので
http://flowerremedy.com/lifejapan/pages/FlwShyBluOrchi.htm

 　　ダメージを感じていた彼女には、とても心地よく感じたことでしょう。

 　　ノイズをひろいやすい時にもどうぞ♪

 　　顔全体や、おでこの辺り、耳の周りをスプレーしてお試しください。

 　　スッキリと、リフレッシュしたいときにもオススメです。

 　　お部屋にもスプレーして、ノイズを、スッキリ浄化しましょう☆

 　▼スニィーズイーズ　スプレーを詳しくみる
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4049474

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

 　　■■■　■■■　　　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。
 　　　┗━━━━━━━━◆
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　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  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　　前回の編集後記で、歯の治療について書きましたが、

 　　とうとう昨日、新しい歯が入りました。

 　　（歯の入れ替えサイクルで、メルマガ発行しているみたいです。(笑））

 　　で、その感想はというと・・・

 　　やっぱり、いいです♪

 　　予想以上に♪♪(笑）

 　　フィット感も良いし、硬さ（やわらかさ）も、ちょうどいい・・・。

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


 　　この編集後記を書く前に

 　　編集後記を読み直しましたが

 　　そのメッセージを、自分自身

 　　何周も繰り返し繰り返し・・・・

 　　噛みしめています。(笑）

 　　一瞬、ネガティブに感じられることが起こっても

 　　その向こう側をみるようにすると

 　　ポジティブがみつかります。

 　　実は、ソレも・・
 　　より良く生きる為に用意された
 　　ありがたーい『きっかけ』なんだと想います。

 　　だから、安心して
 　　自分と人生を信頼してていいよっ・・・

 　　・・・てことですよね。(笑）

 　　みなさんも
 　　たくさんのハッピーを受けとってくださいね♪

 　　フラワーエッセンスがお役に立てれば嬉しいデス☆

 　　それでは、次回まで

 　　アディオス♪

 　　11：00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♪

 　メルマガ読者の方のマイミクさん大歓迎です。

 　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

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

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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。

http://flowerremedy.com/
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