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 　5分あれば、お読み頂けるお知らせです。
                                                         
┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　└→  新しいスタートを加速させるＶ　フラワーエッセンス活用法♪

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　みなさん。あけまして、おめでとうございます♪
 　　グレゴリオ暦2009年の新春を迎えました。

 　　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

 　　私は、普段、TPOに応じて、幾つかの暦
 　　（グレゴリオ暦、旧暦、マヤ暦など）を複合的に
 　　使用しておりますが

 　　グレゴリオ暦の新年には、
 　　その年のイヤーサイクルを確認して
 　　ひとつの新しい区切りのスタートを迎えています。
 　

 　　また、今年は
 　　「やぎ座冥王星時代」のはじめての新年！ということで、
 　
 　　「新しいスタートを切る」
 　　・・・に、役立ちそうな情報をお届けしたいと想います。

 　　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♪

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

 ☆開運☆フラワーエッセンス2009年活用法 　☆ 新しいスタートを切る♪

 　みなさん、新年は、どのようにお過ごしになっていますか？

 　私は、中学生の頃からイメージングやマインドワーク
 　スピリチュアルワークを日常的に繰り返し行なってみて
 　「はじめに、意識ありき」を常に心に留めているようにしています。
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 　例えば、みなさんが、車ではじめての目的地に
 　出発しようと想ったとき、
 　まず、カーナビに目的地をセットしますよね？

 　新しい1年を迎えるときもおなじです。

 　みなさんの2009年という
 　この1年の時間の旅をより素敵なものとして頂くために。

 　5分あればお読みいただけますので
 　まだワークをされていない方、チェックしてみたい方は
 　おつきあいください。

 　　＝個人的に行ったことメモ＝

 　　１．イヤーサイクルを確認する。
 　　　私の場合：2+9+9＋1+4＝25　2＋5＝7　

 　　２．旧年を振り返り、新年の方向性を確認する。
 　　　　・・・そのあとで、去年までのことはすっかりきれいに洗い流し、
 　　　　完全にリフレッシュする（生まれ変わったつもりになるくらい。笑。）
 　　↑
 　　<<確認作業と更新作業。ココマデ>>

 　　<<現実化作業。ココカラ>>
 　　↓
 　　３．ライフステージ→ワーク→予定のマインドマップを描く。（表面化）

 　　４．マインドマップのキーワードを中心に
 　　　　マンダラ９マス予定表に要約して転記する。（現実化の予定に落込み）

 　　５．「ほぼ日手帳」に、現実の予定を書き込む。(笑）
 　　
 　　６．別の手帳。ポテンシャル用の手帳に、予定を書き込む。(笑）
 　　（やろうかな～。やりたいな～。っと想う予定。リクエストの意を含めて。）

 　　↑
 　　＜＜ココマデ＞＞
 　　より現実的、具現的に近いレベルでの確認作業。

 　　じぶんや、じぶんの繋がりに対する入力（インプット・伝達）作業。

 　　ここまでやると、たいてい、心が、
 　　とてもピースフルになってきて、とても眠くなってくるので、
 　　そのままビジョンを膨らませつつ、とてもきもちよ～～～く就寝☆

 　　（就寝時間をはさむことは、実体験上、とても大切です♪）

 　　翌日・・・・・目が覚めて

 　　特に、シンボリックな内容、印象に残った内容に関しては、
 　　「花カード診断」を行い、調合ボトルを製作します。

 　　ここで、ポイント！
 　　実は・・・「一晩寝る・・・」っていうプロセスを、入れた後のほうが、
 　　新年の抱負のエッセンスを選ぶのに、結構いいと想っているわけです。

 　　勿論、そのままの流れのほうが選びやすいときは、そのままの流れで
 　　選んで頂いてもOK。

 　　私の場合は、普段の意識（自分の限られた思考）→意識拡大

 　　→現実近くに意識を戻す→完全なるピースを感じる

 　　→眠くなる（笑）→寝る
 　（寝ている間に、発信した情報が整理され、オートマチックで現実化に向けて進行）

 　　→起きる
 　　（まだ意識がボーッとしたなかで、ぼわっと印象に残っている事柄
 　　　夢でみたことがらなどを覚えておく）

 　　→通常意識で、意味合いを整理する。



 　　→気になる点などがあれば

 　　　花カード診断をして、エッセンスを調合する。
 　　　http://www.flowerremedy.com/archives/card/card1.html
 　　　・・・っといった感じです。

 　　　フラワーエッセンスを使用することで
 　　　マインドをブロックしている古いパターンを溶かし去り
 　　　新しい進化的なパターンを再構築するサポートになります。

 　　　新年にオススメの書籍とお勧めのエッセンスを
 　　　ブログに掲載していますので、よろしければご覧ください。
 　　　http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=77

 　　フラワーエッセンスのエネルギーによる
 　　　素敵なセッションを、どうぞお楽しみくださいねッ☆

 　　　みなさんの願いが実現しますように♪　８（＾ー＾８）（８＾ー＾）８

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

 　　続いて、地方の方にも、ご好評頂いている
 　　2009年新春3連休開催　特別集中講座の最終ご案内です。

 　　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

 　　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
 　┃
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 　┃　[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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆-------
 　
 　ここまで、お読み頂きありがとうございます。
 　
 　このメールでお伝えしたいことのひとつに

 　人生イロイロ。
 　波があるように想うけど、
 　後になってみれば
 　すべて良し。
 　
 　というものがあります。

 　私の処世術は、とても単純です。

 　「信じること。」

 　「今、この瞬間をベストで生きること」

 　「光のさす方、広がるほうに進むこと」

 　「笑顔と感謝」

 　そして「愛」です。

 　スケジュールとは、そのときになってみて、初めて
 　知らされることも多いものですが、

 　ソレは、あるタイミングで、
 　ある仕掛けが動いたときに
 　明らかにされ・・・・そしていつも美しい。(笑）

 　とても、ピースフルで、
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 　大切に見守られ、
 　扱われていることを知るときでもあります。

 　そして、まさに。
 ”そのとき”のために、じぶんが存在しているということ。

 　また、じぶん以外の関与が、いかに絶妙にはたらいているかを知り、
 　感謝して、
 　そのまま、ぷーかぷーかと流れていくことに、心地よく身を任せていられる・・。
 　
 　そんな日常を過ごしていこうと想います。

 　マジカルワンドを手にした気分です。

 　このブログをお読みになっているあなたにも。きっと。(笑）

 　Love&Light☆彡

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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
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 →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。
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 　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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 ◎FE情報マガジン 「フラワーエッセンス・ジャーナル」
   のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000108972/index.html 
   このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます

 ━【まぐまぐ！からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 Ｑ．日本人が英語を聞き取れないのはなぜ？
 Ａ．日本語と周波数の違う英語を、脳が「雑音」として処理してしまうから
 　スピードラーニングで解決！⇒ http://rd2.mag2.com/r?aid=22478&rid=2  
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