
 蟹座新月のフラワーエッセンスワークのご案内★フラワーレメディ情報☆フラワーエッセ
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 　┌──┐。∵☆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 　　　　　　　
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 　　　　◆◆◆
 　　　◆◆◇◆◆　
 　　　　◆◆◆　　　フラワーエッセンス★ジャーナル　2009年6月18日　
 　　　　＼∥／　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━

 　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携帯ミニマガ発刊中☆彡(笑）

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　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。

 　　Ｔ４を観てきました。(笑）

 　　Ｔ１公開時。そのしつこさに驚き(笑）
 　　2作目Ｔ２を観たのは、映画舞台のＬＡ（ロスアンジェルス）で。

 　　シュワ知事の降り立ったＬＡのオブザーバトリー（天文台）は
 　　その当時のお家のスグソバで・・・

 　　（続きは、編集後記でね♪）

 　　6月23日は、「蟹座の新月」を迎えます。
 　　テーマは、家庭・家族、安定、成長
 　　親密さ・慈愛、感情・気分、育成、解放、不安感解消など
 　　蟹座新月のフラワーエッセンスワークのご紹介です。

 　　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♪(o^(ェ)^o)ゞ　

 　■web講座＃２■　　⊂((〃'人'〃))⊃

 　ペンジュラムと花カード診断ストーリー
 　バルナオ博士が花カードを採用した訳は
 　新月のため、次回メルマガで♪

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

 　腰痛症から奮起。苛立ち焦り葛藤を乗り越え夢を実現したストーリー。
 　http://flowerremedy.com/blog/2009/06/post-37.html

 　その本人からアンサーメッセージが、届きました。

 　　　　　　　　　　↓↓↓↓↓↓↓↓

 　セルフケア講座への想い 「とうとうこの日がやってきた！」
 　http://flowerremedy.com/blog/2009/06/post-43.html

 　フラワーエッセンスリフレ講座・インストラクター佐咲さんのブログより♪

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

 　　来週の火曜日は、新月ですねッ♪

 　　新月のフラワーエッセンス・ワークのご紹介です。
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 　◆なぜ新月にワークするの？◆

 　私たちのバイオリズムは
 　天体のバイオリズムと連動しています。

 　その中でも、地球に最も近い天体である月のリズムは
 　潮の満ち欠けや、女性の月経周期などに
 　影響を与えていると言われています。

 　その中でも、新月の時は
 　あらゆる作物が良く育つといわれ
 　また、どんなことでも
 　新月の日に新しい事をスタートすると
 　通常より早いペースで成長すると言われています。

 　6月23日は、新月です。

 　新月のサイクルに併せて
 　フラワーエッセンスのセッションをはじめてみませんか？

 ■今月の新月は、蟹座に位置する新月です☆

 6月23日（火）AM 4時36分～

 8時間以内のスタートがベストです。
 （なるべく48時間以内には、スタートしたいですね。）

 ■蟹座のアスペクトと関連する願いごとのキーワード

 　　家庭・家族、安定、成長、親密さ・慈愛、感情・気分
 　　育成、解放、不安感の解消・・・など。

 ■主な願い事のカテゴリー

 　・「基盤」　個人の基盤を強める願い事（心のよりどころ・家・家庭・家族）
 　・「安定」　心の安定を促す願い事（安定・帰属意識・庇護・粘り強さ・経済的な安定
 ）
 　・「過程」　成長を促す願い事（トレーニング・学習・子供のしつけ・成長・成長を見
 守る）
 　・「慈愛」　慈愛を育む願い事（いたわり・共感・デリケート・親密さ）
 　・「感情」　感情を巡る問題を改善する願い事（心変わり・他者の気持ちを理解する）

 　・「育成」　健全な育成を促すための願い事（援助・相互援助・食物・母親・家族の絆
 ）
 　・「過剰自己防衛」　不安感をなくす願い事（依存心・不安感・独占欲・警戒心・拒絶
 の恐怖） 

 ■関連のある身体の部分・症状
 　　乳房・胸腔 /膵臓/胃・膨満感・胃潰瘍 / 腫瘍

 ▼ワークの方法、オススメのフラワーエッセンスは、こちらでご覧頂けます。
http://flowerremedy.com/blog/2009/06/post-42.html

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

 ☆☆☆プロフェッショナル・スキル講座修了者のセラピストの方で
 スキルをお持ちの方、フラワーエッセンス・インストラクターに
 関心をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。

 リフレクセミナー講師をはじめとした講師養成プロジェクトに
 ご参加頂けます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 プロフェッショナルスキルコース修了生の私に
 ある日・・カルチャースクール講師依頼がやってきた♪
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　　　　　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
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

http://flowerremedy.com/blog/2009/06/post-42.html


 ┌───┐　　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/ 総合講座　集中セミナー（準プロ）3日間
 　┃
 　┃　人気の3連休集中コース　7月18日19日20日
 　┃　───────────
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃
 　┃
 　┃　3連休集中コース修了者は
 　┃　下記講座に最短で進級可能となります。
 　┃　　↓↓↓↓↓
 　┃
 　┃
 　┃　■フラワーエッセンス・アドバイザーセミナー7月25日
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
 　┃
 　┃
 　┃　7月25日セミナー修了者は、
 　┃　下記講座に最短で進級可能となります。
 　┃　　↓↓↓↓
 　┃
 　┃
 　┃　■プロフェッショナル・スキル講座（セラピストレベル）
 　┃　（夏季集中特別コース）2009年8月13日～
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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

 ☆☆編集後記☆☆

 　　Ｔ４を観てきました。(笑）

 　　Ｔ１公開時。そのしつこさに驚き(笑）
 　　2作目Ｔ２を観たのは、映画舞台のＬＡ（ロスアンジェルス）で。

 　　シュワ知事の降り立ったＬＡのオブザーバトリー（天文台）は
 　　その当時のお家のスグソバ。

 　　ジョンがＴに最初に遭遇するモールは、私のお気に入りだった
 　　グレンデールのモールでした。（たしか。笑。）
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 　　ちなみに私が住んでいた長期滞在者用ホテルでは
 　　スティーブンセガールの映画の撮影があって
 　　サイン入りのポートレートを未だ持っています。

 　　野茂のドジャース時代の監督、ラソーダ監督とは
 　　リトルトウキョウのおそばやで遭遇。（当時打撃コーチだったらしい）

 　　友達がラソーダだ、サイン貰え貰え言ったので。(笑）
 　　私には誰だかわからなかったけど
 　　「あなたのファンです」と言えと言われ・・・。(笑）

 　　ノートに頂いたサイン、これまた未だ持ってます。(笑）

 　　イロイロな意味でHollyWoodでした。（笑）

 　　そのHoolywoodに行ったキッカケは、吉川晃司。（←知ってる？）

 　　当時、飯倉交差点付近のクラブで、大晦日に
 　　”たまたま”同じテーブルでお隣同士で話をすることになり

 　　「音楽の勉強しにＬＡに行く」って話をしたら
 　　「音楽するならやっぱアメリカでしょう。」って　背中を押してもらって
 　　　渡米したっけな。(笑）

 　　　あなたのことが好きだったからだよ。(笑）＜音楽(笑）

 　　　嬉しくて、明け方の六本木の街を駅まで疾走したっけな。（笑）

 　　　今となっては、それら全部 ”サイン”だったってわかるけど。（笑）
 　　＜印って意味ね。（笑）

 　　その後、専攻をインターナショナルビジネスにして
 　　マインドマシーンのサロンで、ヴァイブラサウンドの初期型と出会い・・・

 　　帰国後、大手電器メーカーで官公庁営業をして（笑）
 　　現在に到るっていうのも、人生面白いでしょう？？(笑）

 　　そんなマインドワークのコツを伝えたいと想ってはじめた
 　　夢を叶えるホームページ（当時）。

 　　右脳を使う方法や、呼吸法、イメージングなどイロイロあるけど
 　　概念と感性が関係してくるからって

 　　もっと簡単にだれでも使えるツールを探して
 　　ほどなく
 　　オーストラリアンワイルドフラワーエッセンスと出会いました。(笑）

 　　探してたのは、コレだって。(笑）

 　　そしてその後、バルナオ博士と出会い、オーストラリアに招待され
 　　日本事務局の代表もしました。（笑）

 　　そんなカミングアウトはともかくとして（笑）
 　　もうひとり、腰痛から奮起して自らを癒し
 　　夢を実現させたひとが居ます。

 　　ただしくは、もうスグその夢が実現します。

 　　フラワーエッセンス　リフレクソロジー入門＋全3回　修了コース
 　　http://flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

 　　お蔭様で、残席も1席となりました。

 　　このメルマガを"たまたま"お読み頂いたあなたにも
 　　佐咲さんと同じように、新たなスタートへのチャンスが用意されています。
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 　　ラスト1枚のプラチナシート。誰の手元に届くのか、とっても楽しみです♪

 　　人生って楽しいよね♪

 　　Love&Light☆彡(o^-')b
 　　Hug&Hug♪

 　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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 →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
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 　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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