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今晩フラワーエッセンスTwitter無料教室と魚座新月フラワーエッセンスワークのご紹介
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。
▼フラワーエッセンス セラピーレベル１
基礎総合講座 3連休集中コース【受付中】
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
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＜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
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フラワーレメディ情報マガジン
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フラワーエッセンス★ジャーナル 2010年03月12日
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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♪
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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。

少し前にはじめたTwitter.
フォローワーさんも、先ほどの時点で1180人位。
広瀬香美 さんや、勝間和代 さん、神田昌典さん
望月 俊孝 さん、クリス岡崎さんとも
相互フォロー関係でツイットしています。
ついたーの大きな可能性を垣間見た出来事も
昨晩あり、大きなムーブメント化しています。
そんなこんなで
インスピレーションが降ってきたので。
突然ですが♪
本日12日（金）の22時から（約30分間位）
Twitterで、どなたでもご参加頂ける
無料のフラワーエッセンス教室を
開催したいなと想います。
携帯でも問題なく参加できます。
#(ハッシュタグ）は、#febasic
詳しい参加方法等は、文中でご説明しますね。
また、リマインドになりますが
週明け
3月16日は、「魚座の新月」を迎えます。
テーマは、想像力、内なる幸福感、
スピリチュアルセンスのアップ、
スピリチュアルヒーリング、慈愛などについても
再度ご紹介させて頂きます。
ワクワクイベント♪♪
どうぞ最後まで、お付き合いください♪(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
こちらのブログでご覧頂けます。
http://bit.ly/buGPzG
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├○ ツイターで、やんわり繋がろう。
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├○ この機会に♪
│
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聞いてみたかったことを
│
├○ やんわりみんなに聞きいてみちゃおう♪
│
│
│
├○
フラワーレメディ ついたー会
│
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Twitterで、どなたでもご参加頂ける
無料のフラワーエッセンス教室を
開催したいなと想います。
携帯でも問題なく参加できます。
Feel Free to join us!!
■開始時間■
3月12日（金）の22時頃から（←やんわり）
約30分間位（←やんわり）
なんとなーくはじまって、なんとなーく終わる感じです。
■参加するには？■
質問されたい方、参加されたい方は
Twitterのアカウントを取得してください。
↓こちらでつくれます。（メアド、ID、パスワード設定でOK)
http://twitter.com/
■ログインしたら■
1:質問したい文章を140文字以内で入力します。
2:文中に、カッコ内のハッシュタグ( #febasic )を
必ず、入れて（コピペして）ください。
（▼入力例は、こんな感じです。）
@flowerremedy さん。
ワイルドフラワーエッセンスは
どうして耳のツボに付けてつかうことができるのですか？ #febasic
☆ポイントは、【 #febasic を記入（コピペ）すること】と
【前後に半角スペースを入れる】です。
■書き込むとどうなるの？■
#febasic 付きの文章は、 #febasic をクリックすると
#febasic 付き文章一覧を観ることができますので、
みんなの質問や回答やつぶやきを
「掲示板」のようにみることができます。
■私のアカウント■
@flowerremedy
です。
困ったことやわからないこと、練習など
@flowerremedy を入れて、
twitterからメッセージを送信して頂ければ
できるだけサポートします。
21時30分頃から、チェックするようにしますね♪
■フォローについて■

フォロー歓迎です。
挨拶なしで、どうぞいきなり
フォローしちゃってください♪
気がついた時点で、フォローお返し致します♪♪

■今回観るだけ観てみたい方■
アカウントを取得しなくても
▼私のつぶやきを閲覧できます。
http://twitter.com/flowerremedy
でも、簡単ですので、どうぞやってみてね♪

テストのつもりで、ゆるぅうううう〜く
居ますので、どうぞお気軽にご参加ください♪
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--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆----3月16日魚座新月の

フラワーエッセンス・ワークのご紹介です。

--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆----◆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。
3月16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？
■今月の新月は、魚座に位置する新月です☆
3月16日（火）AM 6時02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。）
■魚座のアスペクトと関連する願いごとのキーワード
想像力、内なる幸福感、精神性、
スピリチュアルセンスのアップ、
スピリチュアルな癒し、慈愛の心、被害者意識の解放
・・・など。
■主な願い事のカテゴリー
・「幻覚状況」幻覚をプラスに活用する願い事
・「喜び」喜びを増すための願い事
・「霊的敏感さ」霊的敏感さを磨く願い事
・「大いなる力への信頼」大いなる力と接するための願い事
・「霊的癒し」霊的癒しを得るための願い事
・「無条件の愛」無条件の愛を促すための願い事
・「被害者意識」被害者意識を解放するための願い事

■関連のある身体の部分・症状

風邪/足・外反母趾/リンパ腺/中毒
▼ワークの方法、オススメのフラワーエッセンスは、こちらでご覧頂けます。
http://flowerremedy.com/blog/2010/03/post-79.html
--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--■ライフバランス・チェック項目ワークシートのダウンロード■
--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--変化が必要な今。
古いパターン（デプログラミング/癒し）を手放して
新しいパターンに再構築（リプログラミング/自己実現）していく
必要性を感じている方が、とても多いと感じています。
「以前からのやり方、生き方、パターンではどうもうまく行かなくなった」
「でも、どうしたらいいのかわからない・・・」
「変化の必要を感じてるけど、できるかしら・・・」
もし、この声があなたの代弁だったとしたら・・・
あなたのマインドを癒し、クリアリングして、
あなたの中に眠る幸せの源泉に気が付くために。
今と未来に渡って一生涯使える
正しいフラワーエッセンスの使い方をマスターしに
どうぞお足をお運びください。
数時間のお勉強が、あなたの今後の人生の時間を
豊かに彩りあふれるものにできること。
「〜できない、〜しなければならない」
というような制約の多い人生から
「〜したい、〜しよう、〜できる」
という可能性に満ちた
自己実現の人生となりますことを
フラワーエッセンスを通じてお手伝いさせて頂きます。
是非、今から少しずつ
クリアリング作業を進めて、
問題点や改善したいポイント等のリストアップだけでも
行ってみてください。
＋プラス。さらに飛躍するために。
改善ポイントのチェックシートをつかって
今の人生と将来の人生の設計図を
見える化して、改善ポイントをしっかり確認してみてください。
▼改善ポイントのチェックシートは、こちら（PDF）
http://flowerremedy.com/workshop/lifecircle.pdf
文章閲覧パスワード：999
これは、お友達でコーチングコーチに
コーチングして頂いた資料なのですが
優れものだなぁーっと想ったので、今回
みなさんにもシェアさせて頂きました。
あっ。コーチングのコーチを探している方が居ましたら
ご紹介しますので、どうぞメールくださいね。
さて、肝心のチェック方法はと言いますと

それぞれの得点ポイントにマークを入れて、おのおのを線で結びます。
できるだけ、サークルに近い形の方が、
ライフバランスがとれていると考えられます。
大きいサークルのほうが、満足度の高い人生ということになります。
理想形は、大きい丸いサークルです。
人生も、タイヤのように、うまく廻って行っていることと想います。
反対に、著しく欠けているところがあったり、ゆがんだりしていると
うまく廻っていないかもしれません。
でも、大丈夫です。
まずは、認識から。
そして、エネルギー上昇が始まる春分の節目を利用して
どうぞフラワーエッセンスで
新しいエネルギーを呼び込んでください。
講座日程のご案内です。
親子関係、恋愛関係、職場関係、自己実現、スキルアップ、健康・・・など
人生の様々なテーマについて
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身に付けて頂けます。
―――――――――――――――――――――――――――
■フラワーエッセンス セラピー レベル１
総合講座ベーシック3日間
☆（連休開催：高尾教室） 人気の新春3連休集中セミナー
2010年03月20日、21日、22日の全3回
13時〜18時
詳細は→http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
―――――――――――――――――――――――――――
■フラワーエッセンス セラピー
アドバイザーセミナー単日

レベル２

☆日程：2010年03月28日（日本橋教室）
http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
―――――――――――――――――――――――――――
いずれの講座もバルナオ博士夫妻、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 定政千恵が直接指導にあたります。
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
▼体験談。受講者の声は、こちらでご覧頂けます。
http://flowerremedy.com/voice/index.html#vs
全講座、実践面最優先の少人数制を採用している為、
お申込のタイミングによっては
キャンセル待ちとなる場合があります。
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
必要な今こそ、是非マスターなさってください。
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
■まずは、体験！

体感しやすく、目でみる効果。得られる結果。（動画配信中）
ボディバランスワークショップ
http://flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

■ＰＲ■─────────────────
メルマガ読者のみなさんに、将来の可能性のひとつとして
「国際ＮＧＯ R水素ネットワーク」をご紹介させてください。
2分でわかるR水素の動画→http://bit.ly/F8JNW
太陽や風力・地熱などの再生可能（Renewable)で
主に身近な水（H2O)などを電気分解して得るR水素で
地域で電気や燃料をなどを得ることができる
テクノロジーは既にあります。
世界の気候変動や戦争・貧困などの負のサイクルを解決する
マスターキーとして期待されています。
新しい文明のための正のサイクルに世界を変えていくためにも
皆さんの積極的な協力が必要ですのでよろしくお願いします。
--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--〜編集後記〜
ついたーってスゴイです。
心友が、お仕事がらみで宇川さんと交流がある関係で
毎晩、Domuune(http://ustre.am/dhFr)
にアクセスしてると
平日夜にも係らず、毎晩5000人位
リアルタイムで渋谷のクラブでの
日替わりTopDJ達のハイパフォーマンスを
同時体験しながら、あれやこれやついーとしてるんですね。
その一体感も良いのですが、
昨晩は、生放送中に演奏用の針が折れてたハプニングがあったらしく
数千人が、一度に、「レコード針求む」のツイートRTかけたらしく
40分後には、12本のレコード針が
持参されたという伝説が誕生した日でもありました。
近い将来。
「紙がないよー。誰か持ってきてー」ってiphoneでつぶやけば
誰かが、「ドアの前においといたよー」ってRTしてくれるような時代に
なるかもねっ(笑）
みんなも、つながろっ♪
では。今晩のTwitterで♪
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/show̲profile.pl?id=11898510

→
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フラワーレメディ情報メルマガ「フラワーエッセンス・ジャーナル」
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（HPはココをクリック！）
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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
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

フラワーエッセンスショップ

