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 GW期間限定15%ポイント還元祭り＆3000円で参加できる体験イベント♪　
 ☆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　2009年5月1日　
 　　　　＼∥／　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━

 　　│.*
 　°人゜　│。　☆°・.゜☆:’‥.゜。・:゜*。
 　‾Ｙ‾　人　゜。　:゜　　　　　　　　　　　:゜*゜+:
 　　│　‾Ｙ‾　　　　GW期間限定！　　　　  :’+:　☆°
 　＿┌──│───────────────────┐＿
 　＼│　　　　最大15%ポイント還元祭りのお知らせ　 │／
 　／└┬──────────────────人─┬┘＼
 　‾‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾Ｙ‾　‾‾
 　　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp │
 　　　　　　　http://flowerremedy.jp

 　3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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ ご好評で延長♪ＧＷ期間限定　最大15%ポイント還元祭り（5/1から)
 　└→ 3000円で気軽に参加できるフラワーエッセンス・イベント(5/23開催）

 　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♪

 　　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。

 　　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

 　　みなさん。円高還元＆応援ポイント祭☆彡の
 　　ご利用、ご参加、誠にありがとうございました♪

 　　読者のみなさんの中には
 　　もう既にＧＷ入りしてるよー♪っという方も
 　　いらっしゃると想いますが
 　　連休のご予定はいかがされますか？

 　　フラワーレメディ.comも、お休みを頂いて
 　　しっかりと鋭気を養おう↑↑↑っと想っています。(o^(ェ)^o)ゞ

 　　期間中はご不便をお掛けいたしますが・・・・

 　　が！今年のショップは、ＧＷ期間中もガンバリマス♪

 　　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　ご好評につき♪

 　　5月1日～5月7日AM0：00まで、延長決定♪

http://www.FlowerRemedy.com
http://flowerremedy.jp


 　　　　ＧＷ期間中1回の10,500円以上のご注文で
 　　　　通常ポイント5%の他＋ＧＷ特別ポイント10%
 　
 　　　　最大15%ポイントをサービスさせて頂きます♪
 　　　　────────────

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　▼詳細は、こちらへ
 　 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://flowerremedy.jp/

 自信がなかったあの私が・・今ではサロン経営者に
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　　　　　日本フラワーエッセンスアカデミー
 　　　　　　　　フラワーエッセンス講座
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ┌───┐　　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://flowerremedy.com/blog/2008/10/post-17.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、3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
 　┃
 　┃　[基礎総合コース3回]　準プロ級コース　レベル度★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　　2009年
 　┃　　　　　　5月9日、10日、6月6日の全3回→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）
 　┃
 　┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　┃　
 　┃　　[フラワーエッセンス・アドバイザー]
 　┃
 　┃　フラワーエッセンスアドバイザーセミナー(1日＋試験）　レベル度★★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
 　┃
 　┃
 　┃　　　2009年6月7日→イントロダクションコースで学んだ
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 　┃　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンスの知識を活かし　　　　
 　┃　　　　　　　　　　　　　　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のポイントを学べます
 　┃　　
 　┃　　
 　┃　　フラワーエッセンス・ホームセラピストや、ショップアドバイザーとして
 　┃　　必要な専門知識と、他者に対する選び方、使い方のアドバイス・ポイントを
 　┃　　学ぶ、プロ講座ファーストステップ・カリキュラムです。
 　┃　　
 　┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　┃　　
 　┃　[フラワーエッセンス・セラピスト]
 　┃
 　┃　プロフェッショナルスキルコース(7回＋試験）　レベル度★★★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃
 　┃
 　┃　　　2009年5月16日スタート→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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 本日は、フラワーエッセンスとアボリジニ文化イベントのお知らせもあります♪
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  　　　　　　　　　　　　　　┏┛　　┗┓　
  　　　　　　　　　　　　　　┃┃┃┃┣┃
  　　　　　　　　　　　　　　┗┻┻┫┣┛
  　　　　　　　　　　　　　　　　　┗┛　
────────────────────────────────────

 　　　　　3000円で気軽に参加できる♪フラワーエッセンスイベント 

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

 当日のイベントでは、私も

 「バーチャル・フィールドトリップ＆ピットヒーリング体験ブース」や

 「ディスカッション質疑」で、出演予定です。

 以下、主催元からの情報を転記しますね。

 ----☆--------☆--------☆--------☆

 2009年5月23日　Wild-Flower DREAM TIME
 花とゥルルと音のシンフォニー
 第一回テーマ「絆　～ＫＩＺＵＮＡ～」

 ----☆--------☆--------☆--------☆

 スピリチュアルな生き方のお手本とも言うべきオーストラリアの先住民・アボリジニ。
 彼らの生き方は、混迷の時代・シフトチェンジの時代に生きる私たちにとって、
 とても重要なメッセージを持っています。
 宇宙と一体になるために、毎日の生活をいのちの学びと魂の喜びで自由に表現すること。

 「ああ、こんな生き方があるんだ」

http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm


 「私にはこういうやり方が合っているかも」
 「アボリジニのエネルギーって、こんなにすてきなんだ」

 彼らのエッセンスを見て・触れて・感じてください！！

2009/05/23 SAT. 
OPEN:13:00 CLOSE:18:00
 PLACE: 麹町グリーンパレス　B1Floor「ふじの間」
 東京都千代田区二番町２
 東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分
 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」5番出口より徒歩5分
 入場料：3000円
 内容について会場へのお問い合わせはご遠慮ください

 

 ■イベント内容■

 ■Try ワイルドフラワーエッセンス体験ブース■

 セラピストたちが、様々な方法で皆様にエッセンスをお伝えします。
 花のエネルギーをココロの声・カラダの響きで感じてみてください。 
 また、アボリジニの考え方の基盤にある「場」というエネルギーの大切さを、
 分かりやすく体験できる「時空瞑想空間」もご用意。 

 ■Talk　ディスカッションタイム■

  エッセンスの使い方は無限大！なかなか聞けなかった疑問から
 意外な使い方まで、８名の現役セラピストのパネラーと楽しみましょう。 

■ Special Live "GoRo" ■
 ディジュリドゥは、アボリジニがさまざまな儀式や癒しを行うときに必ず登場しま
 ゴローさんが奏でる、その温かで神様の存在を感じる音色をお楽しみください。
 世界を繋ぐ様々なネイティブ楽器とのコラボレーションも必見です。  

 ■Voice 様々な現場から講師をお迎えしました■

  ◇　松原治療院院長　鍼灸・整体師：松原次良先生
 解剖学、生理学、経絡理論などの基礎医学を軸に、カイロプラティック、
 オステオパシー、東洋医学、フラワーエッセンス等の療法を統合し、
 治療家、医療関係者を対象にセミナーを行なっている。

 ◇　山本記念病院　総合診療部　医師：能見登志恵先生
 西洋医学・東洋医学の豊富な臨床経験から、統合医療の重要さを理解し、
 自然療法（フラワーエッセンス、ホメオパシーなど）を
 組み合わせて"体から心までの痛み"に対応している。

 ◇　女優　宮崎ますみさん
 フラワーエッセンス・ヒプノセラピーのセラピスト

 ご参加を希望される方は、5月9日までに、

 お問い合わせフォームから 
http://www.flowerremedy.com/information/contact.html

 ・お名前
 ・連絡先お電話番号
 ・メールアドレス

 フリースペースに
 「5月23日のイベント参加希望」とお書き添えのうえ、ご連絡ください。
 
 折り返しお申込みについてメールでご案内させて頂きます♪

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

 　～編集後記～

 　有料の某有名通販カタログを定期購読していますが
 　メルマガ読者の方のなかで
 　2009年1月15日に発行された春号の表紙をみたひとって居ますか？

 　で。

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


 　実際に、給付時期になってみたら・・・。

 　あら？

 　・・・・・。

 　・・・カタログ、サッサと捨ててしまおう。(笑）

 　私の場合、飲料食料、応急グッズ、キャンプグッズなど
 　普段から一応の用意は身近にありますが・・・

 　あー。賞味期限が近くなったーっとかって言いながら
 　キャンプの時などに
 　乾きモノ・ランチで消費しちゃうシナリオのほうが良いなー♪

 　旅行も、海外も
 　安心して楽めるといいなー♪

 　みんなも、きっとそー想ってるよね♪♪

 　私も、そう願っています☆彡

 　ではでは。
 　元気で、よいＧＷを過ごしてねッ♪

 　Love&Light☆彡

 　フラワーエッセンス・スペシャリスト　
 　さだまさちえ

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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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 →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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