
 フラワーエッセンスの知識が自然に増える。
 毎日、その日のインスピレーションエッセンスがわかる。
 フラワーエッセンスボットって？

 2010年を変容とステージアップの年にしたいあなたに。

 ▼新春3連休開催　特別集中コース
 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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 　　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。

 　　みなさん。今年最後の新月ワークは、もうしましたか？

 
 　　今回の新月は→2010年元旦の満月に向けての周期ですので
 　　リマーカブルで意義深いワークになると想いますよ。

 　　（しかも2010年1月はブルームーンにあたり
 　　1月30日の満月は地球へ最も近づいた地点で満月
 　　しかも1月30日は年間を通して
 　　最も地球へ近づくので大きな満月となります。）

 　　そんなこんなのタイミングで
 　　フラワーエッセンスボットをつくりました。

 　　ボットって、何かご存知ですか？

 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://bit.ly/64EnXq

 　　　知って得する
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 　　　　フラワーエッセンスボット稼動開始♪
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　　PCでも携帯でもアクセスOK

 　フラワーエッセンスの知識が自然に増える。
 　Twitter　フラワーエッセンスボット→http://twitter.com/essencebot

 　　ある日のこと。友達のじゃーじゃーが
 　　Twitter（ツイーター）用のボットが簡単にできる
 　　プログラムをつくったよとつぶやいた・・・
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 　　そして・・・射手座の新月に・・・
 　　エッセンスボットが完成した・・・・・

 　 （ essencebot画像：http://bit.ly/8Whijd ）

 　Ｑ：ところで、エッセンスボットってなんですか？
 　　　何ができるんですか？

 　Ａ：Twitterで、2～3時間毎に
 　　　お花のキーワード特性や
 　　　ペットケアについて
 　　　フラワーエッセンス製品の特徴などを
 　　　ランダムに自動でつぶやくプログラムのことです。

 　　　http://twitter.com/essencebotをフォローするだけで

 　　■自然にフラワーエッセンスの知識が増え

 　　■毎日、その日のインスピレーショナルエッセンスを知ることができます。

 　　更に、エッセンスに関するご質問やご相談も
 　　Twitter経由で直接お答えできます。

 　　どうぞお気軽にフォローしてみてください。

  （フォローして頂くと自動でエッセンスボットから
 　フォローが返されますので
 　ダイレクトメッセージも送れるようになります。）

 　　フォローの仕方は超簡単。　（PC,携帯共）
 　　───────────

 　1.Twitter日本語サイト　http://twitter.jp　にアクセスして
 　　ＩＤとパスワードを設定するだけで
 　　あなたのTwitterアカウントが完成。

 　2.　http://twitter.com/essencebot にアクセスして
 　「フォローする」　ボタンを押して終了です。

 
 　　無料のTwitterエッセンスボットサービスを使って
 　　ちょっとした時間に
 　　フラワーエッセンスの知識を
 　　どんどん増やして頂ければ嬉しいです。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　　　北海道から沖縄、離島まで。全国一律390円発送

 　　　フラワーエッセンスのお届けは
 　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp 　
 　　　フラワーエッセンスショップ

 　　　送料大幅改定。http://flowerremedy.jp/

 　　　■送料無料も5250円から
 　　　http://flowerremedy.jp/

 　ワイルドフラワーエッセンスは、
 　心身と内面を癒し、幸感アップを手助けする
 　強力ツールです。

 　私たちは、世の中を、もっと平和で幸せと笑顔に満ちた世界にするために。
 　ワイルドフラワーエッセンスを通じて、ひとりひとりが
 　調和に満ちた人生の幸せと喜びを感じながら
 　その人らしい生き方を体現し
 　自己を社会と分かち合うことによって
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 　幸せの輪が一層広がることを応援、実現していきます。

 　活動理念　ご挨拶
http://www.flowerremedy.com/information/aboutus.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　これから先は

 　来年を、今年よりもより良くしたい。
 　最高の年にしたい。
 　ステージアップの年にしたい。

 　本気で変えたい。変わりたい！

 　そう望むあなたにだけにお届けする
 　特別なご案内です。

 >>ご自分やご家族の健康や、スキルアップ、より豊かな人生のために。
 ＿┌────────────────────────────────┐＿
 ＼│　自分自身の内なるチカラを引き出し、人生の様々なテーマに向き合い│／
 　│　解決していくノウハウをフラワーエッセンスを通じて獲得しませんか？│
 ／└┬──────────────────────────────┬┘＼
 ── 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　──

 　　海外の病院やケア・センター等でもケアの一環として行なわれている
 　　『オーストラリアン・ワイルドフラワー・エッセンス』による
 　　フラワーエッセンス講座。

 　　体験重視の少人数制なので、
 　　フラワーエッセンスの体験、体感、知識と、
 　　今後の人生の中で永続的に「使える」実用的なテクニックの両面を
 　　気軽に・楽しく・解かるまで・・サポート。

 　　▼受講後はどう変化するの？　受講体験談
 　　http://flowerremedy.com/voice/index.html

 　　▼開催講座の詳細情報は、こちらでご覧ください。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　フラワーエッセンス・セルフヒーリングから、プロのセラピストまで。

┌───┐
 │。──│　　書籍『西オーストラリア花物語』の講座を、日本で学べる。
 │。＝＝│　　心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディ
│      │
 └───┘自分で自分を癒す知恵とノウハウをマスターするフラワーエッセンス
 講座

 　　新春の3連休に。

 　　自己啓発と癒しの実践講座。フラワーエッセンス　レベル1
 　　総合コースが開催されます。

 　　受講者の方々も、例年
 　　神戸、奈良、名古屋、群馬、神奈川など、全国からご参加頂き
 　　活気溢れた実習となっています。

 　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┃　講座修了後のアンケート結果：　　　　　　　　┃
 　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　　┃　よくわかった　　　　　　　　　　→100％　　 ┃
 　　┃　楽しかった　　　　　　　　　　　→100％　　 ┃
 　　┃　充実した内容だった　　　　　　　→80％　　　┃
 　　┃　もっと勉強してみたい　　　　　　→80％　　　┃

http://www.flowerremedy.com/information/aboutus.html
http://flowerremedy.com/voice/index.html
http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm


 　　┃　他（プロ）の講座にも参加したい　→60％　　　┃
 　　┃                                              ┃
 　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　フラワーエッセンス講座　レベル１　総合コースベーシックは、3日間で

 　　『フラワーエッセンスの基礎』
 　　『製品知識と選び方、効果的な使い方』
 　　『外用法。耳ツボトリートメント（ストレス、痛み、エネルギーケア他）』
 　　『内服法。花カード診断・調合・滴数査定の仕方、効果的な飲み方』等、

 　　準プロ級の講座内容を、体系だってマスターすることができるコースです。

 　　100％の受講者から、『よくわかった』『楽しかった』と
 　　ご好評頂いています。

 　　▼その理由は？こちらでご覧頂けます。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　┏━━━目的に応じて、3レベル＋ワークショップ体験━━━━━━━━┓
 　┃
 　┃講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　代表　定政千恵
 　┃
 　┃　[レベル１総合コース3回]　準プロ級コース　レベル度★★★
 　┃　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　　2010年
 　┃　　　　　　1月09日、10日、11日→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
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　人気の総合講座です。
 　┃　
 　┃　　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）
 　┃　
 　┃　
 　┃　[アドバンス]
 　┃　
 　┃　フラワーエッセンスアドバイザーセミナー（1回＋試験）レベル度★★★
 　┃　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
 　┃　
 　┃　　2010年2月6日：日本橋教室→総合講座で学んだ
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　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を学べます。
 　┃　
 　┃　　ホームセラピスト、ショップアドバイザーを目指す方に。
 　┃　　ペットケアで使用できるエッセンスの使い方と選び方も学びます。
 　┃　　参加証が授与され、さらに、試験合格者には、コース修了認定書が
 　┃　　発行されます。コース修了後、フラワーエッセンス製品を
 　┃　　アドバイザー価格で購入することができるようになります。
 　┃　
 　┃　
 　┃　
 　┃　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1月スタート→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、調合の理論知識をベースとして
 　┃　　プロとして必要な心構えと資質、精度の高い対面診断
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 　┃　　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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━┛

 　『まず、体験したい』というあなたには
 　ボディマインド・シンクロワークショップがおすすめ。
 　
 　目で見て、体感して、ボディ調整のスキルや姿勢アップが
 　できる単日のショートワークショップ
 　
 　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

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

 　～編集後記～

 　先週から、プリンターや電話が壊れちゃって・・・（笑）

 　新旧入れ替えです。（笑）

 　これもスペースクリアリングの流れなんでしょう・・・

 　電話の音質も、更にクリアになりました。（笑）

 　　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

 フラワーエッセンスボット→http://twitter.com/essencebot

 　Mixiにも、居ます♪
 　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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----------------------------------------------------------------------
 　このメールマガジンはインターネットの本屋さん「まぐまぐ」
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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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