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 蠍座新月♪　のフラワーエッセンスワーク☆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

 ▼11月の3連休開催　特別集中コース受付開始
 フラワーエッセンス　セラピーレベル１　基礎総合講座
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
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 ＜送信者＞そふとしぇる http://www.FlowerRemedy.com
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 　　2,000円クーポンがもれなくもらえちゃう
 　　携帯版フラワーエッセンスミニマガは、登録お済でしたか？

 　　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♪
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　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。

 　　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。

 　　毎月、メルマガでは
 　　新月のフラワーエッセンスワークの方法とテーマについて
 　　お知らせしていますが

 　　今月は、ブログとメルマガで前回フライングした(笑）
 　　蠍座の新月がいよいよやって来ます(笑）

 　　魔法の解き方のコラムで扱っている
 　　デプログラミングとの相性もとってもいいので
 　　是非、今回のタイミングを利用してみてくださいネ♪(笑）

 　　それでは、どうぞ最後まで、お楽しみください♪(o^(ェ)^o)ゞ

 携帯でご覧になっている方で全部表示されない方はこちらでご覧頂けます。
 　　　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://flowerremedy.com/mtos/mt4i.cgi?id=1&mode=individual&eid=79

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　前回大好評頂いたワークショップが、更にバージョンアップ↑

 　　　　　　フ┃ラ┃ワ┃ー┃エ┃ッ┃セ┃ン┃ス┃　　
 　　　　　　━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛　　　
 　ボ┃デ┃イ┃バ┃ラ┃ン┃ス┃調┃製┃ワ┃ー┃ク┃シ┃ョ┃ッ┃プ┃　
 　━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛

 >>　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

 　　ダイエット効果があがらなかったのは姿勢のせい！？
 　　激しい運動が苦手なあなたにもできる

 　　各パーツ3分で。
 　　からだのゆがみ、ねじれを解消しながら
 　　締まりあるメリハリ　ボディへ　リフトアップ↑

 >>　その効果はいかほどか、あなた自身で目撃してください。
 効果を目撃→http://flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
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 　　　　　　　今回は、更にバージョンアップ↑

 　　+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 　　洋服を着てもごまかせない！顔でわかっちゃうあなたの肉体！！

 　　顔とボディパーツは連動している！
 　　顔とボディのシンクロ・エクササイズ　ワークショップ

 　　アゴのフェイスラインをみると
 　　体のある部分もわかっちゃうって知ってました？

 　　逆に言うと、体のある部分を一緒に整えることで
 　　フェイスラインがスッキリと維持できるんです。

 　　綺麗なカラーストーンとフラワーエッセンスを使って。
 　　手軽に行える気血水のフェイス＆ボディアップ・シンクロメソッドと
 　　テクニックを伝授します。
 　　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
 　　

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

 ～ワークショップのお勧めポイント～

 ■ビフォー＆アフターをその場で確認。足首、ふくらはぎ、ほっそり体験。
 ■足と腰がぐーっと伸びます
 ■両足の長さとバランスが揃います
 ■膝と太もも、腰がぐっと絞まります
 ■お腹がきゅっと締まります
 ■脇と肩をきゅきゅっと締めてピンとした姿勢に
 ■背筋がスっと伸びてバストがツンと上向きに
 ■肩がストンと落ちて肩こり、呼吸も楽に

 ■左右前後の重心バランス、均整がとれた体で、運動効率がアップします
 ■芯が通ったしなやかな心と体つくりに

 ＋＋プラス！！＋＋
 ヘッドフェイシャルボディシンクロバランス調整が追加されました♪

 ■フェイスとボディの連動ポイントを同時に調整するので
 効果がハッキリ＆しっかり＆長持ち。
 ■マッサージ・カラーストーンで、気持ちよく楽々ケア。誰でも簡単にできます。
 ■血流とリンパの流れが改善されるのでお肌ほっそり、色艶もその場で改善。
 ■疲れ目解消ポイントとリフトアップポイントを同時ケアで、目チ゛カラアップ。
 キラキラの輝き。
 ■首も、鎖骨のデコルテもキレイにきゅっと決まります。

 　今月が、今年最後のワークショップ開催になります。
 　参加のお申込はこちらからどうぞ↓
 　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　▼フラワーエッセンス・セラピー講座。本科は、こちらです▼

*★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

─☆─ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ─☆─
 ／｜ ┏┫ 　☆☆ 11月のフラワーエッセンス講座 ☆☆　        ┣┓ ｜＼
 　　 ┃┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛┃
 ＼｜ ┗━━━┛                                      ┗━━━┛ ｜／
─☆─      http://flowerremedy.com/workshop/index.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伝授
 　　親子関係、恋愛関係、職場関係、自己鍛錬、自己実現、スキルアップ、健康・・・

 　◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃　11月　基礎総合コース　　募集要項　　　　　　  ┃━━━━━━━━━★
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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 ┌───┐　　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3日間
 　┃
 　┃　人気の3連休集中コース　11月21日22日23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11月28日
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
 　┃
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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

 ----2009年11月17日は、蠍座の新月です。
 　　新月のフラワーエッセンス・ワークのご紹介----

 　

 　◆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。

 　11月17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？
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 ■今月の新月は、蠍座に位置する新月です☆

 ☆ 2009年11月17日(火)AM 4時15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。）

 ■蠍座のアスペクトと関連する願いごとのキーワード

 　権力、カリスマ、心理学、政治、力づける、変化、
 　超越、変容、復活、許し、危機管理能力、自制心、
 　自律、コミットメント、絆、ソウルメイト、
 　互いに認めあう、財務協力、契約、相続、権力闘争の回避
 ・・・など。

 ■主な願い事のカテゴリー
 　・個人の力を強化する願い事
 　・変化を促す願い事
 　・危機下のストレスを緩和する願い事
 　・自制心を促す願い事
 　・絆を強める願い事
 　・財務協力をスムーズにする願い事

 ■関連のある身体の部分・症状
 　直腸・結腸、膀胱、その他の排泄器官
 　月経前症候群と生理/性病

 　フラワーエッセンス・ワークの方法、オススメのエッセンスは
 　▼こちらでご覧頂けます。
 　http://flowerremedy.com/blog/2009/11/post-59.html

 　フラワーエッセンスのエネルギーと
 　バイオリズムのエネルギーとのマッチングによる
 　素敵なセッションを、どうぞお楽しみくださいミ☆

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

 　～編集後記～

 　　蠍座新月（変化・超越・変容）

 　　よりによって
 　　2回も同じテーマを書くなんて・・(笑）

 　　タイムリーに、オバマ大統領も初来日ですし・・・。(笑）

 　　Change!!Change!!Change!!って感じですけど。

 　　大事なのは、Change後、どうしたいか、どうありたいか・・

 　　・・・のビジョンをしっかりと描くことです。

 　　あなたも周りも、みんなも
 　　楽しくハッピーになるイメージを、是非刻んでみてください♪

 　　with my best wishes!!

 　　Hug&Hug♪
 　　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　　(o^(ェ)^o)ゞ

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         カラダ・ココロ・スピリチュアル
  “Wisdom is nurturing body, mind and soul” 
         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

 Twitterやってます♪

Twitter→http://twitter.com/flowerremedy

 　Mixiにも、居ます♪
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 　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
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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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