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 フラワーエッセンス流　エネルギー場大掃除方法♪
 清浄、クリア、調和、エネルギーアップなどに

 2010年を変容とステージアップの年にしたいあなたに。

 フラワーエッセンスの理論と実践を3日間で
 基礎の基礎からセルフヒーリングまでをマスターできます。

 ▼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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 ＜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。

 　　大掃除はもうお済ですか？

 　　我が家では、27日にまたもや大掃除をします。

 　　今年は掃除掃除掃除の一年だったように想いますが
 　　その効果は確実に現れはじめているようです・・・。

 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/6s5vpp

 　　　清浄、クリア、調和、エネルギーアップに　
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 　フラワーエッセンス流　エネルギー場　大掃除方法♪
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　年末に向けて大掃除をされるお宅も多いと想いますが

 　せっかくですから
 　今年は、いつものお掃除の仕上げにプラスして
 　フラワーエッセンスでエネルギー場を整えてみましょう。

 
 　＜フラワーエッセンス的大掃除の手順＞

 　1．まず、不要な物を処分します。不要な物を処分すると
 　　バラバラゴチャゴチャなバイブレーションがまとまってきます。

 　2．物理的なお掃除は、高いところから、低いところの順で清拭していきます。

 　3．物理的なお掃除が終了したら、今度はエネルギーを整えましょう。

 　以下について自問してください。

 

 　「空間をどんなエネルギーで満たしたいですか？」
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 　「この空間に何を呼び込みたいですか？」

 

 　◆とにかく浄化◆

 　クリアリングの場合は使用しやすいスプレータイプの
 　「スニィーズイーズ」
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4049474
 　クリアビジョンにも。

 
 　◆オフィスやリビングなど◆

 　複数のひとが集まる場所や
 　調和的な雰囲気を呼び込みたい場所には
 「オーラスプレー」
http://flowerremedy.jp/?pid=4049463
 

 　◆受験勉強や資格試験など◆

 　目的貫徹のための集中や持続力のためには
 　「バランスオブマインドの集中と瞑想」
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4048841
 　を倍量の精製水で薄めてスプレー

 

 　◆プロジェクトや企画など◆

 　クリテイティブで柔軟なエネルギーや
 　インスピレーションを呼び込むためには
 　「バランスオブマインドの創造性」
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4048836
 　を倍量の精製水で薄めてスプレー

 

 　◆ベッドルームなど◆

 　落ち着いた静かな空間つくりには
 　「バランスオブマインドのリラックス」
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4039018
 　を倍量の精製水で薄めてスプレー

 
 　◆心身のエネルギーアップに◆

 　「バランスオブマインドのエネルギー」と
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4048815

 　「精神力」を足して倍量の精製水で薄めてスプレー
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4048829
 

 　◆ペットを飼っているお宅◆

 　ペットの居場所に、居心地の良さをプラス。
 　ペットカームスプレー 
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4049564
 

 　ストックボトル　http://bit.ly/7Hxvcj
 　をミックスすると
 　より沢山のシチュエーションに対応できる
 　カスタムスプレーを創ることができますので
 　プレゼントにはこと欠かないのですが

 （こちらは機会がありましたら、講座
 　http://bit.ly/8s7oy7　にどうぞ。）

 　今回は既製品で超簡単に
 　というところをポイントに選んでみました。

 　これらのフラワーエッセンス・ヴァイブレーショナル
 　エネルギーウォーターは

 　空間に噴霧する以外に、家具（デスクやチェアやベット）や
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 　ボディスプレーとしてご使用頂くことで
 　よりダイレクトに伝播しますので、よければお試しください。

 　また、バランスオブマインドから
 　スプレーをつくる時には
 　遮光のスプレーボトルを用意してくださいね♪
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4055541
 

 　クリアリング作業が一通り終わって
 　フラワーエッセンスで、場のエネルギーを整えたら

 　次は、2010年の抱負や
 　「人生に何を呼び込みたいか・・・」に意識を向けて
 　ワークをして行きましょう。

 　・・・・続く。

 　当日発送、翌日発送宅配便で
 　年末までにお届けできます。

 　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/

 　北海道から沖縄、離島まで。全国一律390円発送

 　■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
 　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

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　2010年をかつてない
 　充実した成長とステージアップの1年にしたいと
 　本気で想っている方に。

 　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のご案内です。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 >>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？│
 ／└┬──────────────────────────────┬┘＼
 ── 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　──

 ┌───┐
  │。――│　　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
  │      │　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 └───┘

 　　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
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 　　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・・サポートしていきます。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　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。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　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？こちらでご確認ください。
 　　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
 　┃　　　
 　┃　　　3連休集中コース/高尾教室2010年1月09日、10日、11日
 　┃　
 　┃　　平日通学コース/日本橋教室　2010年01月19日、26日、2月２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
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 　┃　　　2009年2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
 　┃　　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

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

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

 　～編集後記～

 　　12月22日。14時半過ぎ頃。

 　　前回メルマガをお届けした後
 　　想いたって、京王線で1駅の高尾山口駅へ。

 　　高尾山では、ダイヤモンド富士が
 　　24日までみられるということで
 　　どうせ観るなら冬至でしょってことで、急遽出発。

 　　薬王院にお参りしたあと、山頂まで
 　　ダッシュで駆け上がり、ダッシュで駆け下りてきました。（笑）

 　　冬至の高尾山山頂からは
 　　太陽が富士山の山頂に沈んでみえます。

 　　まるで大きな神々しい鏡餅みたいです。

 　　「一陽来復」の意味と
 　　ダイヤモンド富士の画像はこちらのブログ記事で
 　　http://bit.ly/7MfafQ

 　　みてねー♪

 　　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

 　　-P.S-
 　　前回の追伸は、正に自分宛だったのかー？(笑）

 　　情けは人の為ならずって名言だよね♪(笑）
 　　ありがたいですぅ♪(笑）

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
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         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

 　Twitterで、2～3時間毎にお花のキーワード特性や
 　ペットケア、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。
 　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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 →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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