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 問題は有限。可能性は無限。
 ワイルドフラワーエッセンスの本質とは？

 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（最終受付）
 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。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　あけましておめでとうございます♪
 　2010年もますます仲良くお願い致します♪

 　フラワーエッセンス　スペシャリストのさだまさです。

 　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。

 　みなさんは、お仕事始めでしょうか？
 　まだお休みでしょうか？

 　私は、実質、昨日から2010年のエッセンスワークをスタート致しました。

 　・・・そこに。
 　オフィスの留守電が光っているのを発見♪

 　携帯でご覧になっている方で全部表示されない方は
 　こちらのブログでご覧頂けます。
 　http://bit.ly/4uBhWZ

 ブログタイトル
━━━━━━━━━━━━━
 問題は有限。可能性は無限。
━━━━━━━━━━━━━

 　1月3日。
 　オフィスの留守電が光っているのを発見♪

 　電話カウンセリングをお受け頂いている
 　クライアントさんからのお電話でしたので
 　急遽電話カウンセリング＆雑談のなかで頂いた
 　ご質問内容の一部をシェアさせて頂きたいと想います。

 　年始なので、
 　フラワーエッセンス的インスピレーショナル・コラムということで
 　ご理解ください。(笑）
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 　Q：「先生も、フラワーエッセンスを使われるのですか？」

 　A：はい。

 　ボディケアに、ダンピエラクリームや
http://flowerremedy.jp/?pid=4040770

 　キャッツポウクリーム
http://flowerremedy.jp/?pid=4048802

 　スニィーズイーズなど、大変重宝して使っています。
http://flowerremedy.jp/?pid=4049474
 

 　内服も、ここまでかなりの本数を飲んできましたが、
 　最近はあまり内面のテーマで飲むことが無くなってきました。

 
 　当初は、花カード診断で選定した
 　６～７本のエッセンスを調合したグループで
http://www.flowerremedy.com/archives/card/card1.html
 　テーマに取り組むことが効果的なのですが

 　ある程度本数も進み、プロセスが進んでくると

 　1つのテーマに、1本～数本のコア（核となる）
 　エッセンスだけ摂れば良くなっていく傾向にあります。

 　それは、ひとのコモンプロブレムが88種類あるという考えに則って
 　基本の88本のストックボトルが創られているからです。

 　理由は・・・

 ＝【フラワーエッセンス・インスピレーショナル・コラム】＝

 　■問題は有限。可能性は無限。

 　私たちが経験する問題は、有限です。

 　時には、想定外の大きな問題というものが
 　発生する場合があります。

 　しかし、その大きな問題というものも
 　シンプルな問題が複合化したものなのです。

 　仮にここで
 　問題の解決方法を会得したひと＝悟ったひとと定義すれば

 　1度悟る（マスターする）と
 　その原因と理由そのもの（本質と目的）が
 　理解できるようになるので

 　2度目以降が起き難くくなり
 　また仮にその問題が生じた場合でも
 　容易にクリアできるようになるものです。

 

 　■問題の裏には、無限の可能性がある。

 　問題にも、存在理由（原因と目的）があります。

 　そして、問題の裏には、
 　その存在理由の目的そのものであるところの
 　無限の可能性が息吹いています。

 　それは、問題を解決することによって会得する
 　対象に対する捉え方、及び、意識の拡大経験によって
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 　マインドの水平線（限界領域）が
 　拡張することによって見えてくるものなのです。

 

 　■問題をマスターしていく過程で起こること

 　問題をマスターしていけばいくほど、生きていくうえで
 　悩みが少なくなり、こだわりが消え、柔軟性が増し
 　変化を楽しみ、喜びが増えていきます。

 　有限だった問題をクリアするにつれ
 　その後には、無限の可能性が残り、
 　じぶんの中の愛とクリエーションと共に
 　生きている時間が増えるようになります。

 　愛と共にあるクリエーションこそが
 　あなたがより大きな一部であり
 　同じ資質を受け継いでいる存在証明なのです。

 　■＜まとめ＞故にワイルドフラワーエッセンスの本質とは

 　ワイルドフラワーエッセンスの
 　基本ストックボトル88種を摂取するということは

 　現実レベルでは
 　88種のテーマの取扱法
 （理解とその目的の理由）をマスターすることであり

 　マインドレベルでは
 　問題をマスターしていけばいくほど、生きていくうえで
 　悩みが少なくなり、こだわりが消え、柔軟性が増し
 　変化を楽しみ、喜びが増えていき

 　スピリットレベルでは
 　じぶんの中の愛とクリエーションと共にある

 　そんな生き方のためのものなのです。

 

 　■カリキュラム改定のお知らせ

 　2010年高尾教室　3連休集中コース
 　フラワーエッセンスセラピーレベル１総合講座
 　の最終受付中ですが

 　年内にカリキュラム改定予定ですので
 　しっかりと集中して学びたい方は
 　この機会にお願いします。 
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　2010年を充実したステージアップの1年にしたいと想っている方に。
 　現在受付中のフラワーエッセンス講座。
 　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
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 　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
 　┃　　　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。
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 　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～

 　　お誘い頂いたので
 　　これからアバター観てきます♪

 　　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

 　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。
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 　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

http://www.flowerremedy.jp
http://www.flowerremedy.com/blog/
http://www.flowerremedy.com/m/
http://www.flowerremedy.com/m/m.html

