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

 　パーソナルエッセンス付。電話カウンセリング　遠隔セラピー
 　http://flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm

 　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(動画）
 　http://flowerremedy.com/therapy/index.html

 　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://www.flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm

 　　あなたを癒し、様々な問題解決を手助けする
 　　一生涯使えるノウハウを3日間で完全マスターする講座（動画）
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　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

 　毎日のアップデートな読むエッセンス
 　フラワーエッセンス　ブログ
 　http://www.flowerremedy.com/blog/           

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

                                                         
┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→  スグに使える♪　連載『フラワーエッセンス☆レシピ』☆彡∵∴
 　├→  フラワーエッセンス講座日程のご案内 
 　├→  7月3日　新月のフラワーエッセンス・ワークのご紹介
 　├→  フラワーエッセンス遠隔セラピーについて
 　└→  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 
 　　フラワーエッセンス　スペシャリストのさだまさです。

 　　10年来育てていた幸福の木が、先週はじめて開花しました。

 　　▼幸福の木のお花をみたことない方は、こちら▼（幸福の木の花の画像）
 　　http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=23
 　　
 　　”いかにも♪”
 　　よい事が起こりそうですよね。（笑）
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 　　開花日当日は、私の二人目の姪っ子が誕生しました♪

 　　ワクワクしてきます☆（笑）

 　　ワクワクエネルギーをメールに乗せて

 　　みなさんの生活にスグに役立つ
 　　連載『フラワーエッセンス☆レシピ』☆彡∵∴∵∴∵∴
 　　ストレスケアのためのバスレシピなど・・・・

 　　お届けしますッ

 　　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/flowerremedy/mm.html
 　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。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 >☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 　　　◆◆◆　　　スグに使える♪
 　　◆◆◇◆◆　　
 　　　◆◆◆　　　フラワーエッセンスのレシピ紹介（連載4回目）
 　　　＼∥／　

 >☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 　　ワイルド・フラワーエッセンスは、通常の内服使用のほか
 　　バスセラピー（入浴）、スプレーセラピー（スプレー）
 　　外用セラピー（体やツボにつける）方法など
 　　その方の必要に応じた使い方ができます。

 　　内服方法と、外用方法を同時に組みあわせたセラピーが
 　　最も、効果的な方法ですが、今回は、もっと気軽に
 　　誰もが使いやすい方法と、代表的なレシピをご紹介したいと想います。

……………………………………………………………………………………………

 　　シリーズ第4回目

 　　調合不要。今日からできるバスセラピー用のレシピです。

 　ストレス一般
 　緊張を溶かし、ストレスを解放するフラワーエッセンスバスセラピー

 　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃　　－プレッシャー、緊張の解放と、ストレスケアのためのレシピ－　┃
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　┃　　　些細なことに拘らず、過剰なエネルギーと　　　　　　　　　　┃
 　┃　　　プレッシャー、緊張を解放し　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　┃　　　内面を強くして、心の安定と平穏さをサポートします。　　　　┃
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 　　

 　　[用意するエッセンス]

 　完全主義/心配/細かい/狭視野→包容力の大きい/気楽/悠々とした/適応力

 　　　ゴールデン ウェイツィア 
 　詳細→　http://flowerremedy.jp/?pid=4050270
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 　熱狂/興奮/過剰/散漫/ストレス→リラックス/発散/休息/平安

 　　　ホップスブッシュ
 　詳細→　http://flowerremedy.jp/?pid=4050755

 　緊張/プレッシャー/ストレス/心配→発散/息抜き/くつろぎ/リラックス

 　　　パープル フラグ フラワー 
 　詳細→　http://flowerremedy.jp/?pid=4050576

 　過敏/悪影響/反動的/感情的/緊張/免疫低下
 　皮膚疾患/アレルギ/対人関係によるストレス
 　→芯の強さ、識別、弾力的、安定 

 　　　ハイブリッドピンクフェアリー
 　詳細→　http://flowerremedy.jp/?pid=4050603

 　　必要滴数や、詳しいご使用方法など続きは、こちら▼
http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=23

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

            ┌───────────────────────────
     ∽      │   フ┃ラ┃ワ┃－┃エ┃ッ┃セ┃ン┃ス┃　┃講┃座┃
 ζ~ノヽヽヽ │   ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
 (＊ノノノノ │
 ( ノ∩ ∩  ／   自分自身の内なるチカラを引き出し
 ノ人  ▽ )      人生の様々なテーマに向き合い
 ノノ＞ ＜  ＼   解決していくノウハウを、3日間で完全マスターします。
            │
  *100％の   │      
  受講者から │  　　　　 ≪フラワーエッセンス講座日程≫
  　　　　   │  
  『充実した │  イントロダクションコース　7月19日、20日、21日(受付中）
 内容だった』│
             │            ▼▼▼  今すぐクリック  ▼▼▼
 と　ご評価　│    http://www.flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 頂いてます。│             
            └───────────────────────────
 （*前回の講座アンケートの結果）

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

─☆─  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  ─☆─
 ／｜  ┏┫       ☆☆ ７月のフラワーエッセンス講座 ☆☆     ┣┓  ｜＼
      ┃┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛┃
 ＼｜  ┗━━━┛                                      ┗━━━┛  ｜／
─☆─            http://www.flowerremedy.com/blog/             ─☆─
 ／｜＼                                                          ／｜＼

 　　あなたを癒し、様々な問題解決を手助けする
 　　一生涯使えるノウハウを伝授

 　　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・・・

 　◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃　7月　イントロダクションコース　　募集要項　 ┃━━━━━━━━━★
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ┌───┐　　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、直伝のファシリテーター養成
 │      │　　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。
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 　　　心と体と人生を3日間で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
 　　　▼効果効能の特集記事はこちらです。
 　　　http://archive.mag2.com/0000108972/20080126171158000.html

 　　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
 　　マスターします。

 　　体験と実践（ワークショップ）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
 　　少人数制を採用。個別に向き合いながら、
 　　フェイスToフェイスでスキルを伝授していきます。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/index.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
 　┃　　
 　┃　　　　　　7月19日、20日、21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
 　┃　　8月スタート→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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　　7月3日は新月です。
 　　新月のフラワーエッセンス・ワークのご紹介

 　

 　◆なぜ新月にワークするの？◆

 　私たちのバイオリズムは
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 　天体のバイオリズムと連動しています。

 　その中でも、地球に最も近い天体である月のリズムは
 　潮の満ち欠けや、女性の月経周期などに
 　影響を与えていると言われています。

 　その中でも、新月の時は
 　あらゆる作物が良く育つといわれ
 　また、どんなことでも
 　新月の日に新しい事をスタートすると
 　通常より早いペースで成長すると言われています。

 　7月3日は、新月です。

 　新月のサイクルに併せて
 　フラワーエッセンスのセッションをはじめてみませんか？

 ■今月の新月は、蟹座に位置する新月です☆

 7月3日（木）11時20分～

 8時間以内のスタートがベストです。
 （なるべく48時間以内には、スタートしたいですね。）

 ■蟹座のアスペクトと関連する願いごとのキーワード

 　家庭・家族、安定、成長、親密さ、慈愛
 　感情、気分、育成、解放、不安感
 ・・・など。

 ＊心のよりどころや基盤と安定。成長とプロセスに関係

 ■主な願い事のカテゴリー
 　・個人の基盤を強める願い事
 　・心の安定を促す願い事
 　・成長を促す願い事
 　・慈愛を育む願い事
 　・感情を巡る問題を改善する願い事
 　・親近者との効果的なコミュニケーションを促す願い事
 　・健全な育成を促す願い事
 　・心を蝕む不安感をなくす願い事

 ■関連のある身体の部分・症状
 　乳房・胸腔/すい臓/胃・膨満感・胃潰瘍/腫瘍

 　＜フラワーエッセンス・ワークの方法＞

 　１．カテゴリーやテーマを決めて、花カード診断を行い
 　　調合ボトルを入手、または自作してスタートする方法

 　フラワーエッセンス　セラピーでは、お花のカードを使って
 　あなたの潜在意識や無意識のレベルに介在する本質にフォーカスをあて
 　あなたを癒し、願いを実現するためのフラワーエッセンスを
 　深層心理から しっかりと選ぶことが出来ます。

 　▼無料花カード診断を行ってみる。
 　http://www.flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm

 　２．キーワード検索を行い、該当したフラワーエッセンスを入手して
 　スタートする方法

 　▼キーワードによる検索を行ってみる
 　http://www.flowerremedy.com/flowerremedy/symptomguide1.htm

 　Windowsパソコンをお使いの方は、Ctrl　と　Fキーを
 　同時に押してみてください。

http://flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm
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 　検索窓が開きますので、キーワードを入力するか、
 　キーワードの一覧から、該当する項目を探ってみてください。

 　いずれの場合も、ボトル1本無くなるまで、少なくとも21日間は
 　毎日継続して、ワークしてみてください♪

 　フラワーエッセンスのエネルギーと
 　バイオリズムのエネルギーとのマッチングによる
 　素敵なセッションを、どうぞお楽しみくださいミ☆

 　▼体験談は、こちらにお寄せ頂けると嬉しいです♪
 　http://www.flowerremedy.com/information/contact.html

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　／‾‾＼／‾‾＼▲▲▲  　ご自宅で、フラワーエッセンスセラピーを
 　│田田││田田││││　　ご体験頂けるようになりました。

http://www.flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm
……………………………………………………………………………………………

 　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:
 　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 ◆●◆　フラワーエッセンス　ホームセラピ－　　◆●◆
 　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

 　電話カウンセリング+パーソナルボトル、オリジナルポーチ付き

 　あなたを癒し、願いを叶えるとされるフラワーエッセンス　セラピー。
 　サロンまでお越しいただけない方や、忙しい方もご利用ください。

 　▼詳細は、こちらのページでご覧頂けます。
 　http://www.flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm

 　花カード診断は、ネットで　無料でお試し頂けます。
 　　　　　　　　　　　　　 ──────────
 　http://www.flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm

…………………………………………………………………………………………

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 >　　　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
 　　　◆━━━━━━━━┓

http://flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm
http://flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm


 　　　┃　　　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

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ☆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  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　　お陰様で、全日本男子バレーボールの
 　　北京オリンピック出場が決まりましたッ♪

 　　ありがとうございますッ☆

 　　お陰様で、家族（姪っ子）がひとり増えましたッ♪

 　　ありがとうございますッ☆

 　　お陰様で、体脂肪率が減りました♪（笑）

 　　ありがとうございますッ☆

 　　いやー。毎日毎日、楽しいですッ。

 　　ありがとうございますッ☆

 　　前回の編集後記で
 　　エネルギーワーク＋マインドワークの組合せを実践中である旨
 　　お話させて頂きました。

 　　試験運用期間も、”ほぼ”終了致しましたので
 　　次回のメールマガジンでは
 　　読者のみなさんに、その一部を
 　　先行オファーできればいいなーっと想っています。

 　　それでは、次回のメルマガまで。See You Soon♪

 　　Have a Nice Weekend☆

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


 　　15：00高尾のオフィスにて。

 　　▼メルマガの感想など、気軽にメール頂けると嬉しいです☆
 　　http://www.flowerremedy.com/information/contact.html

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

 　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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 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」

 ■ ＜そふとしぇる＞ＨＰアドレス http://www.FlowerRemedy.com
----------------------------------------------------------------------
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