
  期間限定15倍ポイント祭＆熱帯・淡水魚ケア＆秋講座募集開始♪　
 ★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8月25日　
 　　　　＼∥／　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━

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

                                                         
┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ 期間限定　最大15倍ポイント還元祭り（8/25から)
 　├→ フラワーエッセンス体験談・講座編
 　├→ 秋のフラワーエッセンス講座日程のお知らせ
 　└→ フラワーエッセンス・ペットケア体験談　　熱帯淡水魚編

 　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♪　おひさしぶりですっ☆

 　　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

 　　メイン・オフィスのあるここ高尾は
 　　夜ともなると秋を感じさせる風が吹き始め
 　　これから大変過ごしやすい
 　　気持ちのよい季節を迎えます。

 　　読者のみなさんの中には、
 　　高尾山のお蕎麦屋街道やケーブルカー、
 　　夜景バイキング、ムササビ観察、
 　　紅葉や薬王院の精進料理など
 　　未だ体験されたことが無い方も
 　　いらっしゃると想います。

 　　どうぞぜひ、遊びにいらっしゃってくださいね。

 　　今号は、久しぶりのメルマガですので
 　　お知らせが中心です。

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

 　　ご好評の
 　　期間限定ポイント最大15倍開催中♪

 　　8月25日～8月31日PM11：59まで。

http://www.FlowerRemedy.com
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 　　期間中1回の15,750円以上のご注文で
 　　通常ポイント5倍の他＋特別ポイント10倍
 　
 　　最大15倍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・・自分を癒して夢を実現。

 今ではサロン経営者に
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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 　　　秋講座　新規受付スタート　　　
 　　　　　　　
 　　　　　　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

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

 【フラワーエッセンス体験談・講座編】

 今号は、7月に修了試験を受験された生徒さんからのメールを
 ご紹介させて頂きます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 ＜CKさんからのメール＞

 こちらこそ、ありがとうございました。

 あっという間に時間がたっていました。

 話すことは尽きないです（笑）
 

 さて、プロフフェっショナルコースの感想書きますね。

 少しでも多くの方が、このコースのすばらしさを
 知っていただけるといいと思います。

 ～プロフェッショナルコースを終えて～

http://flowerremedy.jp/
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 ３ヶ月間、お世話になりました。

 当初、このコースを申し込むにあたり、時間も費用もそれなりに
 かかるということもあり、受講を決心するまで、迷い、
 決断をするのに時間がかかってしまいました。

 しかし、私にとって、このコースを受けないと、先に進めない、という
 「心の声」に従い、受講を決意しました。

 このコースは、知識レベルの内容はもちろん、
 実践レベルでフラワーエッセンスを使いこなしていく
 カリキュラムになっています。

 ３ヶ月間で３本の内服ボトルを飲みながら、
 講座と講座の間には、花の特性を一つ一つ覚えたり、
 周りの人にモニターになってもらって百会診断の経験をつみ、
 最終的には、一人で百会診断ができるレベルにまでなっていきます。

 

 内服ボトルを飲みながら、日々、気が付くことが多く、
 「目からうろこ」の毎日でした。

 「目の前でおきている、人間関係の悩みや、さまざまなトラブルは、
 実は自分の中の固定観念やトラウマが生み出していること。」

 「今の自分が過去の自分を癒せるということ。その結果、自分を解放できる。」

 「今、「愛」に囲まれているということに気付くと、幸せは十分私たちの中ある。」

 上記は、私が感じたことの、ほんの一部分です。

 

 要するに、私たちは、幸せになるために生まれてきていて、
 それを許すのも選ぶのも自分、エッセンスはそのサポートをしてくれるんですね。

 なんてすばらしいんでしょう！！

 過去の自分と向き合ったり、エッセンスによって、
 より早いスピードで、多くのことに気が付く毎日で、
 この３ヶ月間、それはそれは充実しておりました。
 

 私の場合、講座の申し込みの際に、８８本のエッセンスを購入しました。

 

 講座終了後も、自分で花カード診断をやって、
 内服ボトルを作ってエッセンスを飲み続けています。

 また、家族や周りの大切な人にも、診断をしてあげることもできます。

 百会診断も自信をもってできるようになりました。

 

 今、この講座を受講したこと、
 ８８本のエッセンスが我が家にあることは、私にとって、一生の財産です。

 お金に代えがたい、それ以上の価値があるものだと心から思っています。

 
 これからは、この講座で習ったことを生かして、まずは自分自身を癒し、
 輝いていくこと、そして、その先には、より多くの人に
 フラワーエッセンスのすばらしさを伝授していきたいと思います。

 
 最後になりましたが、熱く、私たちにエッセンスのセラピストとしての心意気を
 伝授してくださった、定政先生、本当にありがとうございました。

 そして、今後ともよろしくお願いします。

-----------------------------------------------------------
↑
 定政：CKさん。ありがとうございます。(笑）
 今後とも、エッセンス共々、ますますよろしくです♪
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 　┃　　
 　┃　　
 　┃　　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
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 　┃　　
 　┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　┃　　
 　┃　[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
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 　┃　　　　　　　　　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。
 　┃
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 　　　夏祭り。楽しみだった金魚すくいで貰ってきた金魚たち。
 　　　いつまでも元気でいて欲しいですよね。

 　　　本日は、にゃんこケアでもおなじみのＭさんから頂戴した
 　　　ケーススタディをご紹介させて頂きますね。

 　　　＜Ｍさん。いつもありがとうございます♪

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

 ＜お客様の体験談（メールより一部抜粋）＞

 
 　エッセンスを、病気で弱って沈んでしまっている海水魚に使ってみました。
 　今、すっかり回復して元気に泳いでいます。　

 　現在は、怪我をした熱帯魚に使用中。
 　傷も治って、明日は仲間のいる水槽に戻します。

 　エッセンスは万能の、強い味方です。
 　猫・魚・人間、全て、同じトリートメントボトルを使用しています。

   ピンク・フェアリー・オーキッド
   ハイブリッド・ピンク・フェアリー・オーキッド 
   ピンク・ファウンテン・トリガープラント 
   カウキックス
   マクロザミア
   メンジーズ・バンクシア
   ダンピエラ・・・・・

 　・・・・・続きはこちらでご覧頂けます。
 　http://flowerremedy.com/blog/2009/08/post-44.html

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

 　～編集後記～

 　7月末～8月上旬にかけて、上海に行って参りました。
 　その後、今年一番の大デトックスを体験。(爆笑）

 　8月8日9日の癒しフェア
 　友人出展のホワイトノイズ体験ブース
 　ヘルパー要員だったのですが・・・・

 　http://vibrasound.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-ec4c.html
 　
 　大盛況だったようでなりよりです。（笑）

 　スッキリしたせいか・・・
 　おかげさまで、毎日なんだか幸せです。(笑）

 　幸せのコツは　単純。
 　シンプル。ease&easy♪　(笑）　

 　ではでは。みなさんも
 　笑顔＆健康＆Happyで♪

 　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。
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 　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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 →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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