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 バルナオ博士から学ぶ西オーストラリア・フラワーエッセンス研修のお知らせ他
 ★フラワーレメディ情報★フラワーエッセンス・ジャーナル

 ＜送信者＞そふとしぇる http://www.FlowerRemedy.com

 　┌──┐。∵☆フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　
 　│＼／│　　　フラワーレメディ情報マガジン 　　　　　　　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　◆◆◆
 　　　◆◆◇◆◆　
 　　　　◆◆◆　　　フラワーエッセンス★ジャーナル　2008年12月12日号
 　　　　＼∥／　 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━
 　
 　5分あれば、お読み頂けるお知らせが中心です。
                                                         
┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→  パースツアーのなりゆきストーリーとツアーのご案内
 　└→  花カード診断は、他の診断とどこが違うの？

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　みなさん。こんにちは♪♪

 　　このたび、はじめて、メールマガジンをとっていただいた方
 　　どうもありがとうございます。

 　　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。(o^(ェ)^o)ゞ

 　　ココ最近、インスピレーションが、とめどなく降ってきて・・・

 　　お陰様で、忙しいわりには、楽しく濃ぉーい人生を楽しみながら
 　　毎日を過ごしておりますが、みなさんはどんな時間をお過ごしですか？

 　　本日は、前回のお約束通り

 　　ＪＴＢ主催　「バルナオ博士から学ぶ
 　　西オーストラリアフラワーエッセンス研修ツアー」の
 　　裏話なりゆきストーリー(笑）や、お知らせを中心に
 　　ご紹介させて頂きます。

 　　5分もあれば読めますので、どうぞ最後まで、お付き合いくださいね♪

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

 　　パースツアーのなりゆきストーリー（＆ツアーのご案内）
 　　───────────────────────

 　　
 　　それは、ある夏の日。

 　　カンダビ先生が日本でレクチャーを行う数週間前のことです。

 　　ＪＴＢの担当者の方からタイムリーにお電話を頂戴し
 　　パースのフラワーエッセンス同行研修ツアーの
 　　ご提案企画のお話を頂きました。

 　　それは、まるで、カダンビ先生の来日を知っていたかのよう。（笑）

 　　・・・・でも、違いました。（笑）

 　　スゴイタイミングで、スゴイお話が着たもんです。（笑）

 　　「他では絶対に体験することのできない特別なツアー」を
 　　企画させて頂けることになりました。(笑）

 　　みなさんにも是非、私が体験したような

 　　　”ワイルドフラワーの聖地パース”で

http://www.FlowerRemedy.com


 　　”バルナオ博士から直接学べる”体感型授業
 　　を受けていただける機会を提供したかったのです。

 　　プロデューサー自らに教えを請う・・・
 　　これ以上の学習機会はありません。

 　　特に、西オーストラリア花物語でも描写されている
 　　フィールドトリップ。

 　　この経験を通じて、みなさんにも
 　　私が経験したような

 　　言葉を超越して”全身全霊ワカル”っという感覚。
 　　そんな体験をして頂けたらいいなーっと願っています。

 　　近年、パース本校でも
 　　オーストラリアの英語の授業以外で
 　　バルナオ博士から、直接レクチャーを受けることのできる機会が
 　　無いなかでの、このツアーの設定は
 　　ある意味、奇跡的なのかもしれません。

 　　次回のメールでは、
 　　パースでの滞在を有意義にお過ごし頂くための
 　　フラワーエッセンス的なコツを
 　　お伝えできたらいいなと想います。

 　　▼日程、パンフレットなど関連内容は、こちらでご覧頂けます。
 　　http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=70

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

 　　続いて、2009年新春・開催講座のご案内です。

 　　ここ1週間で、急遽2席、キャンセルにより
 　　お席をご案内できるようになりました。
 　　地方の方にも、ご好評頂いている新春3連休開催　特別集中講座です。

 　　こちらの講座は、フラワーエッセンス全般について
 　　集中して、しっかり身につけたい方や
 　　プロへの道をお考えの方にお勧めしています。

 　　親子関係、恋愛関係、職場関係、自己実現、スキルアップ、健康・・・など
 　　人生の様々なテーマについて
 　　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します。

 　　イントロダクションコースは短期集中で3日間の設定ですが、
 　　内容は、準プロフェッショナル級の内容になっています。

 　　▼興味がある方は、是非、お読みください。
 　
 　◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃　新春　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　
 └───┘　　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

http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=70
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

 　┏━━━目的に応じて、2レベル━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃
 　┃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
 　┃　　　2009年
 　┃　　　　　　1月10日、11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。（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
 　┃　　　2009年1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、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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆-------

 　　今日は、お知らせがもうひとつあります。

 　　390億通りから、ぴったりのエッセンスを選ぶ
 　　無料診断ソフトを正式リリースしました。

 　　http://www.flowerremedy.com/archives/card/card1.html

 　390億通りから、あなたの特定のテーマに、ぴったりのフラワーエッセンスを
 　潜在意識、無意識のレベルから、選定する方法について
 　よくある質問にお応え致します。
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 　　Ｑ．なんで、花カード診断は、他の診断と違うの？

 　　Ａ.言葉でフラワーエッセンスを選ぶ方法は
 　　　一般的なカウンセリングの方法と似ています。

 　　　これは左脳的な診断方法となり、主に、顕在意識から判断を行って選定を
 　　　している行為です。

 　　　しかしながら、多くの場合、
 　　　幸せをブロックするような考え方や振る舞いなどは、
 　　　あなたが普段意識しないような（無意識や潜在意識レベルにある）
 　　　習慣的考えかたや、無意識のパターン等によって引き起こされています。

 　　　ですから、テーマの本質的な改善のためには、
 　　　そのテーマが潜んでいる意識レベルの思考体を活性化させて
 　　　情報を読み取り、診断に反映させる必要があります。

 　　　通常のセラピーでは、プロのセラピストは、クライアントさんに対する
 　　　言葉がけによって、思考体を活性化させ、充分活性化したことを
 　　　見極めた後、その状態を維持させながら、花カード診断を進めて行きます。

 　　　それにより、深いレベルからの診断結果を導くことができ
 　　　またその結果によって調整されたエッセンスによるプロセスは
 　　　とてもパーソナルで深遠な体験となるのです。

 　　　今回、正式リリースとなった
 　　　フラワーエッセンス無料オンライン　花カード診断は
 　　　セラピストによる花カード診断に近い操作性を再現することに
 　　　成功しています。

 　　　診断の精度をあげるためのもう１つのポイントは
 　　　テーマや問題意識に対して、感情が沸き立つくらいまで
 　　　充分に集中して、その感情を維持したまま
 　　　直感で、サッと選定して行きます。

 　　　▼解決、改善したいテーマがある方は、こちらから試してみてください。
 　　　http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=69

 　　　感想なども、ぜひお気軽に、こちらからからメッセください♪(笑）
 　　　http://www.flowerremedy.com/information/contact.html

 　　　楽しみにしています♪

 　　－Ｐ．Ｓ－
 　　　あともう1回くらい、メールできたらいいなーっと想っています♪

 　　　寒くなってきましたので、ほっこりと温かくしてお過ごしくださいね。

 　　－Ｐ．Ｐ．Ｓ－

 　　　電子レンジを持っていて
 　　　ホットウィートをまだ持っていない人にのひとに。(笑）

 　　　じぶんにも、大切なひとにも・・・
 　　　ホットウィート、オススメですよ。ホント。(笑）
 　　　http://flowerremedy.jp/?pid=6281668

 　　　カーゼ生地と有機栽培国産大麦だけの天然シンプル材料。

 　　　じんわーり、やさしい温かさで、いい香り
 　　　1回買えば、ズーッと繰り返し使えるecoさです。

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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
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 　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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 　　 　　 http://www.FlowerRemedy.com　（HPはココをクリック！）
 　　 
 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★

 →リニューアルオープン。390億通りから選ぶ。
 　フラワーエッセンス　無料オンライン花カード診断
 　http://www.flowerremedy.com/archives/card/card1.html

 →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/archives/card/card1.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
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