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

 　　　　◆◆◆
 　　　◆◆◇◆◆　
 　　　　◆◆◆　　　フラワーエッセンス★ジャーナル　2009年6月30日　
 　　　　＼∥／　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━

 　　│.*
 　°人゜　│。　☆°・.゜☆:’‥.゜。・:゜*。
 　‾Ｙ‾　人　゜。　:゜　　　　　　　　　　　:゜*゜+:
 　　│　‾Ｙ‾　　　　　本日まで　　　  :’+:　☆°
 　＿┌──│───────────────────┐＿
 　＼│　　　　最大15％ポイント還元祭り最終日です  │／
 　／└┬──────────────────人─┬┘＼
 　‾‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾Ｙ‾　‾‾
 　　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp │
 　　　　　　　http://flowerremedy.jp

 　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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　こんにちはッ♪
 　フラワーエッセンス　スペシャリストのさだまさです。

 　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。

 　今日は夏越の大祓ですね。
 　神道の半期に一度の決算日です。(笑）

 　半年を振返り、感謝して、
 　明日からの6ヶ月も、健康で楽しく行きましょう♪ヽ(‾▽‾)ゞ

 　本日のメルマガは
 　フラワーエッセンスについて
 　一緒に理解を深めて行きましょう♪っというコーナー！！

 　　　　 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 ┌──────────────────────────┐＼●
 ｜　無料インターネット　フラワーエッセンス講座　＃2    ＞ ▲＞
 └──────────────────────────┘　||

 ■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

 　っについて、ご紹介してみたいと想います♪

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

 　A long time ago....

 　バルナオ博士がフラワーエッセンスの研究をはじめた当初。

 　彼は当時、ペンジュラムでフラワーエッセンスを選定する方法を
 　採用していました。

 　ところが。

 　ある日突然、彼のペンジュラムが
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 　「xxxxxxxxxxxxxxx」・・・のだそうです。

------------------------------------------------------------
↑↑↑↑↑↑
 ここで、メルマガ読者クイズです。

 この空欄「xxxxxx」に入る答えは何だと想いますか？
 みなさん。予想してみてください。

 答えは、こちらで。笑えますよー。(笑）
→http://flowerremedy.com/blog/2009/06/post-41.html

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

 　そこで、バルナオ博士は
 　アボリジニの人達に伝承されているお花による癒しの方法である
 　フィールドトリップからヒントを得て
 　お花のカード による診断方法を確立・採用しました。

 　お花をみた時の人間の基本的なリアクションは
 

 ・ある特定のお花について好きという感情を持つ
 ・ある特定のお花について嫌いという感情を持つ
 ・どちらでもない

 　の3パターンがあり

 　また、「好きと感じる場合」と、「嫌いと感じる場合」
 　それぞれに、3種類の理由があることを利用して
 　花カード診断を行っていきます。

 　この方法により、表層の意識に影響を与えているより深い意識
 　（潜在意識や無意識の領域）に潜む思考体や
 　その思考体に付随する感情を癒し

 　古くうまくいかない従来の思い込みやリアクションパターンを手放し
 　新しい進化パターンの構築のサポートとなるエッセンスを
 　直感的に選ぶことができるようになりました。

 　ですから。それ以降、現在も

 　　バルナオ博士は、フラワーエッセンス診断を行う際に　 ＼●
 　　花カード診断ができるひとには、　　　　　 　　　　　　▲＞
 　　できるだけ花カード診断を推奨しているのです　　　　 　|| 
 　　──────────────────────────

 　さらにアドバンスのクラスでは
 　花カード診断が行えないひとや遠隔診断の際に
 　「xxxxxxxxxx」という診断方法を行うことを推奨しています・・

 　▼続きはこちらのブログでご覧いただけます。
 　http://flowerremedy.com/blog/2009/06/post-41.html

 　花カード診断のテクニックについては
 　7月の3連休を利用してマスターしていただくことが可能です。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　また、セラピーで、
 　今ひとつパフォーマンスがあがらない
 　内服後の結果がハッキリしない
 　花カード診断、百会診断がうなくいかない方や
 　ご自身の百会診断に100%の自信が未だ無い方がいらっしゃいましたら
 　プロスキルコースへのご参加をご検討ください。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 

 　百会診断をうまく進行させるための
 　４つのメソッドと、感覚アップトレーニングで
 　セラピーの質が向上することを完全保証いたします。
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 　＝＝＝＝＝＝＝＝＝　　　　　＝＝＝＝

 　詳しくは→　プロスキルコースご案内ページへ
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm

 　　　　　　人気の連休集中コース　　　　　　　 ＼●
 　　 　お申込み受付がスタートしました 　　　　　 ▲＞
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 || 

 　　　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　2009年7月　3連休開催　フラワーエッセンス　集中講座 受付開始

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　定政千恵 

 
 ■フラワーエッセンス　レベル1 　基礎総合コース 

 　3連休集中講座　2009年7月18日、19日、20日　
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　最短の場合、7月25日開催予定
 　フラワーエッセンス　アドバイザーセミナー にも ご参加可能となります。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm

 　地方の方は出張講座もありますよ。
 　http://flowerremedy.com/workshop/groupwork.html

 
 ▼フラワーエッセンス講座の口コミ、体験談、講座ご感想を観る？
http://www.flowerremedy.com/voice/index.html#vs

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

 　次回のブログでは、連載中のフラワーエッセンス　ペットケア
 　わんこ・にゃんこ・魚編について、随時掲載して行きたいと想っています♪
 　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エストロの名前で居ます。）
 →　http://mixi.jp/show_profile.pl?id=11898510

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　　　　　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
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 　　　▼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
 　┃　　　　　　7月18日、19日、20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
 　┃　　　　　　　　　　　　　　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
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 　┃　　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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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