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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

 →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/           

 →携帯サイト
 　http://www.flowerremedy.com/m/

 →携帯ミニマガお申込み
 　http://www.flowerremedy.com/m/m.html

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

                                                         
┌─────┬────────────────────────────┐
 │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書下ろしコラム：効果効能？？？！！
 　├→  フラワーエッセンス講座日程のご案内
 　├→  カダンビ博士セミナーのインサイドウォッチ４
 　└→  編集後記『トライアングルキーカウンセリング』結果は？

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　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。

http://www.FlowerRemedy.com
http://flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm
http://flowerremedy.com/therapy/index.html
http://www.flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://www.flowerremedy.jp
http://www.flowerremedy.com/blog/
http://www.flowerremedy.com/m/
http://www.flowerremedy.com/m/m.html


 　　今回のプロフェッショナルスキルコースから
 　　http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm

 　　カリキュラムに加わった
 　　トライアングルキー・カウンセリング診断法の
 　　レクチャーが、先月初お披露目されました。

 　　パワポで、診断方法と、ケーススタディ例を
 　　盛り込む作業を行っていたのですが・・・

 　　驚いたことに！

 　　その反応は・・・？！

 　　・・・詳しくは、編集後記で。（笑）

 　　また、今号は

 　　いよいよ佳境です♪

 　　連載レポート
 　　カダンビ　バルナオ博士の来日セミナーPart4

 　　フラワーエッセンス・セミナーの効果効能など

 　　など、ご紹介して行きまーす☆彡

 　　続きは本編で・・・
 　　ご覧ください♪♪

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　　　フラワーエッセンス知識の効果効能？！って
  ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★　　　　　　

 　　　今や、インターネットで
 　　　様々な情報が入手できるようになりました。

 　　　私が、ホームページを10年前に立ち上げた頃とは、違って
 　　　フラワーエッセンスの情報も、溢れるくらいになりました。

 　　　今は、情報が溢れているので
 　　　パズルのような断片的で様々な相反する情報によって
 　　　どの情報が、実際のところどうなのか・・・・と想うことも多いでしょう。

 　　　あるひとは、Ａと言っているけど
 　　　こっちでは、Ｂと言っている。

 　　　実際に、私の講座にご参加された生徒さんたちは、
 　　　それまでは、フラワーエッセンスを使っていても
 　　　何かいつも、モンモン、モヤモヤしてたものが
 　　　▼あったと言っています。▼
 　　http://ameblo.jp/nevergiveup-madam/day-20080916.html

 　　▼そんな気持ちをスッキリさせる処方箋がコレ。
 　　┌────────────────┐
 　　│　フラワーエッセンス知識を　　　
 　　│　体系だってマスターすること　　
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 　　└────────────────┘

 　　　体系だって知ることは、平面で断片的な情報に
 　　　立体感と奥行きを与えます。

 　　　そして、ひとプロセスずつ、体験と実践を交えながら
 　　　ステップ毎に、理解を深めていくので
 　　　実生活にもスグに応用ができるようになります。

 　　┌────────────────────┐
 　　│フラワーエッセンス知識の効果効能！！！！│
 　　└────────────────────┘

 　　　もし、少しでも、今ある知識にモヤモヤ感をお持ちでしたら
 　　　ぜひ、講座にご参加ください。

 　　　3日間のコースを修了すると。
 　　　http://www.flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　　霧が晴れた山頂からの眺望のように
 　　　ワイルドフラワー製品のことだけでなく
 　　　フラワーエッセンスの全体像がみえてきます。

 　　　物事をみる視点が変化し、洞察が深くなります。

 　　　コースで実践する内容は、その日から。

 　　　ご自分だけでなく、ご家族や、友達にも
 　　　役に立って喜ばれる一生モノの知識です。

 →フラワーエッセンスの体験談はこちら
http://www.flowerremedy.com/voice/index.html

 　　　例えば、ボディケア。

 　　　製品を使いこなせるようになるばかりではなく

 　　　アキュ（耳ツボ）トリートメントは
 　　　生徒さんのほぼ全員が
 　　　驚愕＆大絶賛→http://hitomieyes.exblog.jp/d2008-09-17
 　　　して頂くほどのご体感をもたらします。　
 　　
 　　　ご年配の方や、ベビーケアにも大変役に立ちます。

 　9月の講座にご参加頂いた
 　バッチプラクティショナーでもあるhitomiさんのブログ♪
→http://hitomieyes.exblog.jp/d2008-09-17

 　　　深くて、精妙な
 　　　花カード診断の方法↓
 　　　http://www.flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm

 　　　に加え、最適な調合エッセンスの創り方もマスターするので

 　　　これからの人生の様々な転機や、テーマがあるときには

 　　　花カード→http://flowerremedy.jp/?pid=4055493
 　　　をとりだして、セルフ診断を行い

 　　　『あなたのありとあらゆるテーマ』に対して
 　　　『適切なマイボトル』を創っていくことができるようになります。

 　　　叶えたい願いがある場合には、花カードで
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 　　　サポートとなるエッセンスを選び、
 　　　調合ボトルを摂っていくことで
 　　　ご自身が進化、成長し、ステージアップしていきます。

 　　　より自分らしく、自分らしいエネルギーとなっていくので
 　　　シンクロニシティや、外界の心地よい変化も
 　　　訪れてくるようになります。

 　　　学んだスキルは、直ぐに活かせるので

 　　　あなたは、日頃のケアや、癒し、夢の実現の方法を
 　　　スグ翌日から、実践できるようになるのです。

 　　　イントロダクションコースは、準プロ級の講座内容なので
 　　　▼フラワーエッセンスのプロへの道も開けます。
 　　　http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm

 　　　自然に変化していきながら、どんどん素敵なじぶんになって
 　　　ひとに喜ばれ、感謝されるおシゴトです。

 　　　経験と歳を積みかさねることが
 　　　プラスに現れるシゴトでもあります。

 　　　一生涯をつうじてのライフワークとなるでしょう。

 　　　それに費用は、概算で1日あたり3.8円・・・・

 　　　▼　続きは、こちらのブログで、ご覧ください♪
 　　　http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=25

 　　　　フラワーエッセンス講座の仮お申込受付中♪
 　　　▼詳細、お手続き方法は、コチラ
 　　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

            ┌───────────────────────────
     ∽      │   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　11月1日、2日、3日(仮予約受付中）
 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）

 　　　　◇━━カダンビ先生の最新メソッド━━━━━━━━━━━┓
 　　　　┃　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　┃
 　　　　┃　　三角キー（トライアングルキー）診断法が学べる　　┃
 　　　　┃　▼プロフェッショナルスキルコースは、こちら　　　　┃
 　　　　┃http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm　　┃
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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 　　カダンビ博士の
 　　ワイルドフラワーエッセンス　セミナー＆講演会レポート４
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 　4時間に渡るセミナーの様子を
 　メールマガジンや、ブログ、特別レッスン講座などで
 　ご紹介して行きたいと想います。

 　～セミナーのお題目～

 　1.幸せと健康の方程式
 　2.幸せの３つの法則
 　3.対立の３つの法則
 　4.人間関係を4つの元型と三角キー（トライアングルキー）診断法で分析する
 　5.質疑応答
 　　　　　　　　　　でした。

 　このセミナーの内容や
 　トライアングルキー診断法で分析する方法は
 　プロフェッショナルスキルコースで、
 　http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　いち早くレッスンを開始致しました。

 　また、トライアングルキー診断法で分析する手法は、ご希望に応じて
 　フラワーエッセンスセラピー　各種コースでもご体験頂けます♪
http://www.flowerremedy.com/therapy/therapy2.htm

 　（編集後記もご覧ください♪）

 　Part4のセミナーメモ、音声ファイル＃4
 　▼こちらで、ご覧頂けます▼
http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=54

 　セミナーの様子は、今後も順次、アップしていきますので
 　ブログのアドレスをRSSフィードしてください♪

 　▼フラワーエッセンス　ブログ
http://www.flowerremedy.com/blog/

 　▼オススメ関連書籍『西オーストラリア花物語』
http://flowerremedy.jp/?pid=4055504
 　本にでてくるアウラ先生は、カダンビ先生がモデルです♪

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

─☆─  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  ─☆─
 ／｜  ┏┫    ☆☆ 今年最後のフラワーエッセンス講座 ☆☆　  ┣┓  ｜＼
      ┃┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛┃
 ＼｜  ┗━━━┛                                      ┗━━━┛  ｜／
 ─☆─      http://www.flowerremedy.com/workshop/index.html 　  ─☆─
 ／｜＼                                                          ／｜＼

 　　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・・・

 　◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃　11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　

http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
http://www.flowerremedy.com/therapy/therapy2.htm
http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=54
http://www.flowerremedy.com/blog/
http://flowerremedy.jp/?pid=4055504
http://www.flowerremedy.com/workshop/index.html


 └───┘　　フラワーエッセンス　スペシャリスト定政千恵が
 　　　　　　　直接指導にあたります。

 　　　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://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=25

 　　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

 　　みなさまとお会いできることを楽しみにしています♪

 　┏━━━目的に応じて、2コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃
 　┃講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　代表　定政千恵
 　┃
 　┃　[イントロダクションコース3回]　準プロ級コース　レベル度★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　
 　┃　　　　　　11月1日、2日、3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。（初心者～準プロ級）
 　┃　
 　┃　
 　┃　[アドバンス]
 　┃　プロフェッショナルスキルコース(8回＋試験）　レベル度★★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃　　　　受付終了→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、トライアングルキー診断、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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　／‾‾＼／‾‾＼▲▲▲  　ご自宅で、フラワーエッセンスセラピーを

http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=25
http://flowerremedy.com/workshop/index.html
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm


 　│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
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　　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！
 　■■■■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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


 　　■□■■■■■　　　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  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　　今回のプロフェッショナルスキルコースから
 　　http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm

 　　カリキュラムに加わった
 　　トライアングルキー・カウンセリング診断法の
 　　レクチャーが先月初お披露目されました。

 　　パワポで、診断方法と、ケーススタディ例を
 　　盛り込む作業を行っていたのですが・・・

 　　驚いたことに、その反応は・・・

 　　・・・・・

 　　あまりに静か。（笑）

 　　えぇー？！（笑）

 　　さすがに・・・
 　　ちょっとスベッたかな・・・・？（笑）

 　　・・・・っと想い(笑）
 　　カリキュラム終了後に、感想を聞いたところ・・・

 　　『・・・・（しばしの沈黙。）』←私のドキドキメーターは、最高潮♪

 　　『いやぁー。なるほどなーっと想いましたぁー。』

 　　
 　　『深いですぅー』

 　　『すごいですねぇー♪』

 　　『使えますぅー』

 　　『みなさん非常に真剣に集中していて
 　　　正直・・・ここで笑っていいのかなぁーって想いました。』（笑）

 　　　・・・・等のレスポンスを頂きました♪

http://flowerremedy.jp/?mode=f9
http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm


 　　　要は、みなさん・・もしかして・・・？（笑）
 　　　映画をみた後の余韻めいていらっしゃる？（笑）

 　　　つまりは・・・想像以上ってことですね♪(笑）

 　　　・・・・・

 　　　ホっ（←撫で下ろし。笑）

 　　　・・・・よかったです♪（笑）

 　　　正直、セラピスト・レベルの精鋭揃いだったので
 　　　万が一、このクラスで
 　　　ソノ真価がワカラナイと・・・

 　　　他の単発セミナーなどでは
 　　　ちょっとご紹介が難しいかもーって
 　　　一瞬、とまどってしまうところでした♪(笑）

 　　　・・・このメソッドを使用したワークで
 　　　それぞれが、問題を細分して、
 　　　アスペクツを明らかにし
 　　　具体的に明瞭化する手法をマスターできたことによって

 　　　ご自身の問題について、またコーチングなどの
 　　　他の多くのカウンセリング手法にも光明となることでしょう。

 　　　また、この間は、オーストラリアの
 　　　バスデバー・バルナオ博士とオンライン・ミィーティングを行い
 　　　新たな進展がありましたので

 　　　また近々、みなさんに
 　　　よいご報告ができるといいなーっと想っています♪

 　　　水星の逆行も、残り数日。

 　　　15日までなのので
 　　　この変わった時間を
 　　　変わったなりに楽しもうと想っています♪o(^-^)o

 　　　みなさんも
 　　　いつもと調子がズレてたり
 　　　動きがいつもと違うなぁー
 　　　モノゴトが進みにくいなーっと想っていたとしたら

 　　　ちょっと、ひと休みして15日過ぎまで、
 　　　様子をみてもいいかもしれませんねッ♪♪

 　　　それでは、みなさん
 　　　LOVELY♪＆ミラクル♪な
 　　　素敵な週末をお過ごしくださーいっ☆

 　　それでは、次回のメルマガまで。See You Soon♪

 　　▼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♪

http://www.flowerremedy.com/information/contact.html


 　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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