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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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→  新規開講。フラワーエッセンス・アドバイザー　講習セミナー（4/26)
 　└→  講座に関するＱ＆Ａコラム「セラピスト仮免許期間提言！」

 　今スグ携帯から
 　M0080888@r.mini.mag2.com 宛てに空メールを送信してください！

 　▲クーポンがもれなくもらえちゃうフラワーエッセンス携帯ミニマガ☆彡

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　こんにちは♪
 　　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

 　　今回、はじめてメールマガジンにお申込み頂きましたかたも
 　　ありがとうございます。

 　　つい最近の晴れたある日。

 　　富士Ｑハイランドの
 　　「ええじゃないか」で、絶叫してきました。（笑）

 　　あーっ。面白かった。（笑）

 　　意識のジャンパーピンの飛ばし方(笑）、持っていきかたとして

 　　ディーーーーープリラックス（瞑想）系↓
 　　ＯＲ
 　　リフレッシュエナジャイザー（活性）系↑があると想いますが

 　　停滞してる（元気ない）時は、
 　　おもいっきり活動する（遊ぶ）のもいいですよー↑↑↑(笑）

 　　お蔭様でスイッチ入りました♪（笑）

 　　っということで、今日は、新設講座
 　　「フラワーエッセンス・アドバイザーセミナー」
 　　のインサイドウォッチと、

 　　講座に関するＱ＆Ａコラム
 　　「フラワーエッセンスセラピスト仮免許期間提言」をお伝えしますne。

 　　3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♪(o^(ェ)^o)ゞ

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

 　　　　　ひとに感謝され、好きなことがお仕事になる
 　　　　　フラワーエッセンス　アドバイザー　の講習が
 　
 　　　　　　　　　いよいよ4月、始まります。

http://www.FlowerRemedy.com


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

 　　今の知識にプラスして、自分の可能性が広がる。道が増える。

 　　oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。

 　　　  
 　　  ∩　　　
 　　┌─┐　　フラワーエッセンスを使用したい方にアドバイス出来る
  　／‾‾＼　 スキル獲得ポイントを学べる
 　｜WILD  ｜　
 　｜FLOWER｜　「フラワーエッセンス・アドバイザー」セミナーが
 　｜Bottle｜　いよいよスタートします。
 　｜＿＿＿｜　
 　└───┘

 　　プロを目指す方に最適なプロコース初級レベルのカリキュラム内容で
 　　ホームセラピスト、ショップアドバイザーを目指す方向けに対応。

 　　ペットケアで使用できるエッセンスの使い方と選び方も学びます。

 　　講師は、日本のワイルドフラワーエッセンスの第一人者であり、
 　　バルナオ博士夫妻から特別レッスンを受けた認定ファシリテーターが
 　　直接レッスン。

 　　コース修了後、参加証が授与され、さらに、試験合格者には、
 　　コース修了認定書が発行され、フラワーエッセンス製品を
 　　アドバイザー価格で購入することができます。

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

 　　～フラワーエッセンス・アドバイザーセミナーのご案内～

 　今日は、いよいよ以前より、ご要望頂いておりました
 　フラワーエッセンス・アドバイザー
 　（ホームセラピスト、ショップアドバイザー）の
 　第1回講習セミナーが開講されますので

 　メールマガジンをお読み頂いている皆様に
 　一般に先駆けてお知らせ致しますne♪

 　アドバイザーセミナーでは、
 　フラワーエッセンスのベース講座～
 　プロフェッショナルスキルの中間に位置する内容を取り扱い
 　プロへのファーストステップとして最適化され
 　どなたにもご参加頂けるように
 　デザインされています。

 　講習時間も、終日セミナーとほぼ同じ時間枠ながら
 　地方からも日帰りでご参加頂ける様に設定させて頂きました。

 　フラワーエッセンス・アドバイザー修了試験は、
 　ご自宅で確認しながら行える安心の後日郵送制度を採用。

 　1ヶ月間じっくり自宅学習ができるため
 　実力が発揮しやすい安心試験制度となっています。

 　万が一、試験を受けられない場合は、参加証が発行され、
 　後日、オプションで再試験にもチャレンジできますので
 　お気軽にご受講ください。

 　先にご案内しております
 　イントロダクションコースのカリキュラムは
 　他の講座と比較しても、大変レベルの高い
 　準プロ級の知識とテクニックとなっていますが、

 　更にプラスして
 　他の方のために活かす方法を学ぶセミナーにご参加頂くことで
 　既に習得して頂いているその知識とテクニックを
 　今以上、更に活かすことができるようになります。



 　他のひとりにアドバイスできたら、講習効果は2倍。
 　10人にアドバイスできたら、効果は10倍です。(笑）

 　また、他の人にアドバイスできるようになると
 　視野視点が変わった見方ができるようになるので
 　フラワーエッセンスの理解も、
 　以前とは全く違うレベルに、進むんですよねー。オススメです。

 　今回は、記念すべき第1回目ですので

 ■他の人へのアドバイスを通じて
 　フラワーエッセンスの知識を活かしたい

 ■プロとして活動したい

 ■フラワーエッセンスや好きなことを通じて
 　社会貢献をして行きたい

 　という熱意のある方を優先的にご案内させて頂きたいので、
 　テキスト代や会場費、テスト代、証明発行費用として
 　トライアルセミナー特別価格
 　38,000円（39990円税込）とさせて頂きました。

 　
 　セミナーでは、赤ちゃんや妊婦さんなど
 　デリケートな方へのアドバイス方法や
 　ペットケアに使用できるエッセンスなど
 　アドバイザーとしての専門知識とテクニックもご紹介。

 　フラワーエッセンス業界や、関連法などについても
 　ディスカッション致します。

 　但し、会場の都合上、少人数制のトライアルセミナーとなります為
 　お申込みのタイミングによっては、
 　ご参加をお受けできない場合があります。

 　先着順でのお申込み対応とさせて頂きますので
 　ご興味がございましたら、
 　今スグ、コチラの詳細ページをご覧ください。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm

 　今なら、3月20日、21日、22日開催
 　イントロダクションコースをご受講いただける為、
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　最短でアドバイザーセミナーに進むことができます。

 　　フラワーエッセンスアドバイザー。
 　▼セミナーのお申込み、詳細は、こちらです。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm

 　フラワーエッセンスが大好きな仲間と一緒に
 　フラワーエッセンスを広く活かしませんか？

 　ご参加を心よりお待ちしています☆彡

 　日本フラワーエッセンスアカデミー
 　代表：定政千恵

--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆-------
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　　　　フラワーエッセンスアドバイザーにご興味あるあなたへ

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

 カリキュラムイメージは、以下の通りです。

 ＞＞【フラワーエッセンス講座　カリキュラムイメージ】＜＜

------------------------------------------------------------
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 　レベル１　■イントロダクションコース3回（準プロ級）　（3月20日～3日間）

 　　　　　　　　↓
 　ホームセラピスト、ショップアドバイザーを目指すひとに

 　レベル２　■フラワーエッセンスアドバイザーセミナー1回　

------------------------------------------------------------
 ▲ここまで、集中講座受講で最短4日間。

 　更に、セラピストレベルを目指すひとには、
 　レベル3　プロフェッショナル　スキルコースへの道も開けます。

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

 　　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ので
 　　将来、プロを目指したい方には、必修の内容となっています。

 　　▼興味がある方は、是非、続きをお読みください。

 　　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。

 　　[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3月20日、21日、22日　3日間集中コース

 　　その他の生徒さんのご感想
 　　フラワーエッセンス体験談はこちらでご覧頂けます。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/index.html
 

 　　ちょうど
 　　講座に関するお問い合わせも頂いたので、
 　　「セラピスト仮免許期間提言！」を行っていきたいと想います。(笑）

 　　以下、お客様より頂戴致しました
 　　お問い合わせ内容です。（←ありがたいですねー。感謝です♪）

------------------------------------------------------------
 [お問合せ内容1]

 > バッチ博士のフラワーエッセンスは３８種類ですが
 > 貴社のエッセンスは８８種類と多いですよね。
> 
 > アドバンスコースでこれだけ多くの種類を使いこなせるように
 > なるのでしょうか？

 [お問合せ内容2]

 > 亦、終了試験合格後は国際プロクティショナー資格として
 > 通用するのでしょうか？

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

 そこで。先ほどの提言なのです！(笑）

 フラワーエッセンスの習得過程を
 自動車の運転スキルの習得過程に置き換えて考えて
 イメージしてみていただきたいのですが・・・

 　コノご質問に対するお返事と、セラピスト仮免許制度については
 ▼こちらのブログにアップ致しました。ご覧ください。
http://flowerremedy.com/blog/2009/03/post-30.html
 

 それでは、あなたにとって

 ミラクルでLovelyな1週間となりますように☆彡 

HugHug!

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 --------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆-------　
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 　ー編集後記ー

 　冒頭の富士Ｑですが・・(笑）

 　その日は、「ええじゃないか」しか乗れなかったのですよ。
 　時間の関係で。(笑）

 　でも、私的には、だぁーい満足だったので
 　ソレ以外は、モウ別にィーっという感じだったのですね。(笑）

 　ソノ時は。（笑）

 　閉園時間でタイムアウトなの事前に知ってたので
 　リミッター付き前提だったってことは
 　あったと想うんですけどね。(笑）

 　（実は、今気がついたのですが・・
 　実はちょっと・・「トンデミーナ」は
 　乗りたかったかも・・・(笑））

 　・・・翌日。

 　新潟に住む妹から連絡があり
 　ハイランドホテル→富士Ｑハイランドというプランが
 　実施されることになりました。（笑）

 　1ヶ月内で、2回行くことにィー。(笑）

 　笑えます。(笑）

 　もれなくクーポンも貰える
 　「携帯用ミニマガ」発行しています。

 　ご登録はお済ですか？

 　まだの方は、今スグ携帯から
   M0080888@r.mini.mag2.com に
 　空メール送信してくださいね☆(o^(ェ)^o)ゞ

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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ーっ♪

 　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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 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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 →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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