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 【特大版】フラワーエッセンス効果を得るための2ポイントレッスン♪　

 【シンクロの起こし方】5月限定特別カリキュラム

 土曜隔週で、ゆっくり体感しながら学べるフラワーエッセンス講座

 フラワーエッセンスの基礎から外用法、内服法まで
 マスターできます。

 【5月限定特別カリキュラム付】

 ▼フラワーエッセンス　セラピーレベル１
 　基礎総合講座　土曜隔週コース　日本橋教室【最終受付】
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　
 　│＼／│　　　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　2010年05月08日
 　　＼∥／　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━
                                                         

 　　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。

 　　ＧＷは、全国的によい天気でしたね。

 　　今年のＧＷはいかがでしたでしょうか？

 　　このメールマガジンをご愛読頂いている方のなかには
 　　まだ、ＧＷ中の方もいらっしゃるかもしれません。

 　　既に沖縄は梅雨入りしましたが
 　　いよいよ夏至のピークにむけて計画するために最適な
 　　落ち着いたエネルギーになってきました。

 　　今日は、
 　　4月21日のメルマガ、ブログでの反響が大きかった
 　　ネガティビティの排出に。愛と許しのためのエッセンスの
 　　効果的な使い方と

 　　フラワーエッセンス効果を感じるためにできる
 　　２つのポイントについて
 　　お伝えしていきたいと想います(o^(ェ)^o)ゞ

 　　最後までゆったり、まったーりおつきあいください♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 iphone,ipod, 携帯, モバイルでもアクセスOK　
 フラワーエッセンスショップ http://flowerremedy.jp/

 　ネガティビティの排出に。
 　愛と許しのためのエッセンスの使い方について

 　ブラックカンガルーポー
 →（画像と詳細）http://flowerremedy.jp/?pid=4050705

http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://www.FlowerRemedy.com
http://flowerremedy.jp/
http://flowerremedy.jp/?pid=4050705


 　4月21日号の大反響がまだまだ続いていますが
 　今日は、デトックスをされたい方で
 　このブラックカンガルーポウを使う場合の
 　超簡単オススメ使用法をご紹介しますね。

 　このブラックカンガルーポウは
 　心身のネガティビティーの排出をサポートするので

 　バルナオ博士は、
 　このブラックカンガルーポウを
 　1年に1度、利用することを推奨しているエッセンス2種類の内の1本です。

 　
 　また、虐待や、虐待された経験があり
 　攻撃的な性格になっているペットのケアにも使用されます。
 （画像と詳細）http://flowerremedy.jp/?pid=4098639

 　キーワードは、「愛と許し」

 　飲み方は、一般的な調合法ではなく
 　ブラックカンガルーポウ単体で使用していきます。

 　～飲み方～

 　【飲む回数と時間】

 　　1日1回。朝おき抜けに（朝起きてすぐ）
 　

 　【用意するもの（Ａ）】

 　1. フレッシュレモンジュース、または
 　　　コップ半量程度のミネラルウォーターにレモン汁を垂らしたもの
 　　（レモンがあれば尚良ですが、無くても大丈夫です。）

 　2. 塩少々（但し、ストックボトルは、予め加塩されているので、
 　　　　　　塩分が気になる場合は、あえて足さなくても大丈夫です。）

 　【飲み方】

 　(A)1+2 を混ぜたものに、ブラックカンガルーポウの原液を6滴垂らし
 　そのまま飲みます。

 　これを毎日続け、少なくともボトル1本無くなるまでおこないます。

 　そうすると約1ヵ月後は・・・・

 　▼詳しくは、4月21日号のアーカイブ記事でご覧頂けます。
 　http://flowerremedy.com/blog/2010/04/post-82.html

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

 ■フラワーエッセンス効果を感じるためにできる２つのポイント。（内服編）
 　パート1
--------☆--------☆--------☆--------☆------

 　■フラワーエッセンスセラピーでは、
 　花カードを利用して、その方に最適なストックボトル6種類程度を選定、
 　Mixiし、その方の状態に併せて希釈調整したパーソナルボトルをつくって
 　使用していきます。

 　それによって起こる癒しや気付きや変容は、
 　唯一無二の
 　とてもパーソナルな深い深い体験となります。

 　そのようなフラワーエッセンスの
 　【効果を感じる】ために大切な【要素と方法】について
 　お伝えしていきますね。

 　まずはじめに、クライアント様からお寄せ頂きました

http://flowerremedy.jp/?pid=4098639
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 　体験談を2例、読んでみてください。

 　また、それぞれの反応が、どのレベルで起こっているのか
 　考えながら、読み進めて頂けると尚良いです。

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

 【Ａ例】

 　■開始当初、恋愛に関するテーマでご使用を開始された
 　とあるクライアント様の体験談

 　（現在の表層意識上のテーマと、
 　デープコア（本質的）なパターンに関する気付きのプロセス）

 > 現在の状況や、心境について：

 > かなり、落ち着きました。
 > 自分でわからなかった状況が冷静にみれるようになってきました。

 > 思えば、ひどい恋愛依存症だったような気がします。

 > もう、彼の事が気になって仕方なく。
 > 彼の反応に一喜一憂して、拒絶されることの恐怖から
 > 相手にしがみつく、もしくは思い切り
 > 感情的になって不満を爆発させて、相手を徹底的に攻撃する。

 > これは、幼いころのトラウマやつらい経験が根っこにあると悟りました。

 > 恋愛というより、自分と両親との間のいまだ、未解決な部分の
 > 癒しができてないんだとわかりました。

 > 今は、もう忘れたような記憶が繰り返しよみがえってきています。

 > おかげさまで、彼との間は平穏ですし、
 > 以前は、しょっちゅう連絡しあわないと不安でしかたなかったけれど、
 > 今は、気にならなくなりました。

 > 自分の人生を信じれるというか、そんな感じです。

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

 【B例】

 2例目。例えば、スピリチュアル、ヒプノセラピー的な体験談。

 （注！スピリチュアルや、ヒプノ的世界観が苦手な方は、
 　読まずにスルーしてくださいネ。）

 > 定政先生、こんにちわ。

 > □月□日に電話カウンセリングコースを
 > 受けました○○と申します。

 > 飲用を始めて３週間になりました。

 > 今の気分は、とても平和で安らいだ気持ちでいます。

 > あの時の、何処から湧きだってくるのか解らない、
 > 言い知れぬ不安感は嘘のようです。

 > 飲み始めて、３日くらい経った頃から、不安感がいっそう増しました。

 > 私には３つの課題があったようです。

 > 最初の解らない不安感の感情は、
 > 子供の頃から抱えていたスピリチュアル的な事柄でした。

 > それを自然に受け入れる気持ちになり、
 > 今では持っている能力を高めて、仕事に役立てたい！
 > とまで思うようになりました。

 > 解らない恐怖・恐れを手放した感じがします。



 > 恐れは過去世から来る思いだったような気がします。

 > ３日間ほど異常な苦しさが続いて、フッと心が軽くなりました。

 > 肉体的には、この頃からお酒を飲みたくない。
 > と云う身体の欲求が出てきてたのですが、
 > 頭では飲まないと！みたいな・・（笑）癖ですね～

 > ２つめは、愛情の問題でした。

 > これは今抱えてるパートナーとの問題。

 > それから私には解らない過去世からずっと続いてる問題が
 > 心にあったようです。

 > これも３～５日間ぐらいの間、色々な感情が次から次へと・・

 > パートナーへの想いは解決していたつもりが、
 > ただ、気持ちを押し込めていただけだったようで
 > 心の中にあった、悲しみや膿みが溢れ出てきました。

 > その後に、フッと何かが降りてきて理解でき・・・
 > 不思議ですが、全てが判った感じです。
 > とても、穏やかな優しい気持ちになりました。

 > 自身を許すことや解放も。

 （中略）

 > 次に訪れた不安感はお金に関しての事柄でした。
 > これも３日間くらい異常なほどの辛さを味わい、
 > あるときに急に軽くなりました。

 > これは、いまだに解りませんが、どうしたの？と
 > 云うくらいすっかり無くなってしまって・・不思議です。

 > 肉体的には、昔の食生活に戻ってるようで、お肉や加工食品、
 > 添加物の入ったパンなど口にすることが無くなりました。食べたくないのです。

 > 今は、人生の中で一番と言っていいほど心が安定しているので
 > 常に幸福感に満たされています。

 > 時々は心が揺らぐこともありますが、驚くほどに
 > 自分の内面と向き合うことが出来て楽になりました。

 > 解らない不安が無くなったのは、現世での不安より
 > 過去から引きずっていた
 > もののような気がしてなりません。

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

 　いかがでしたでしょうか？

 　おふたり共に、それぞれ、気付きが起こっていることがわかりますよね。

 　それでは、ここで、問題です。

 　【Ａ例】と【Ｂ例】、どちらが、調合の際の希釈度が高いと想いますか？

 （＊注！＊希釈度が高いとは、使用滴数が少ないということです。）
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 　はい。
 　正解は【B例】ですよね♪

 　（もちろん、受講生のみなさんはわかりますよね？）

 　【B例】のような概念や、ブループリントに関するテーマについては、
 　現実的なインパクトが軽い場合、一般的に、希釈度を高くすることによって
 　よい反応が得られます。

 　【A例】の場合、当初のご相談テーマは、「現在の恋愛関係」に
 　関するものでしたから、より現実的で、且つ、
 　インパクトが強い（重い）ケースでしたので
 　この場合は、希釈度は低く（滴数は多く）設定する必要がありました。

 　さて、ではここで
 　フラワーエッセンス効果が感じられないとしたら
 　その原因は何か、そして
 　どうしたらよいか一緒に考えてみましょう。

 ■フラワーエッセンスの効果が感じられない場合の
 　2つのチェックポイント

 　ポイント1．正しいエッセンスを選定できているかどうか。

 　＝無意識や潜在意識からの情報を反映させた
 　花カード診断結果だったかどうかを検証してみる。

 　花カード診断をただ漠然と選んだだけでは、
 　ご自分の好みが反映されてしまい
 　そのテーマに必要なエッセンスを選ぶことができません。

 　例えば、お洋服を買いにいく感覚と同じセンスで
 　ただ漠然と選んでいないかどうかということです。

 　同じような色あいや、形状のお花ばかりを選んでいるとしたら、
 　「表層の意識」で、且つ、「好み」で選んでいる可能性大！！

 　要注意です！！

 　ポイント2

 　永くなりましたので
 　ポイント2については、また明日のメルマガにて♪（続く）

--------☆--------☆--------☆--------☆------
 【番外編】
 　もちろん。より現実的（リアル）な体験もありますよ。

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

 　件名：ありがとうございます！～お礼の気持ち～

 　こんばんは、お世話になっております。
 　突然のメールでスミマセン！
 　先日、リフレクソロジーＡと



 　http://flowerremedy.jp/?pid=4049450

 　ダンピエラクリームを
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4040770

 　初めてこちらのお店で購入させて頂きました、△△の☆☆と申します。
 　素早い手配ありがとうございました。

 　初めてフラワーエッセンスを教えてくれたのは、
 　数年前、当時、娘の保育園のママ友でした。

 　（中略）

 　困った時に相談できるファシリテーターのいらっしゃるお店で購入した方が
 　安心ですものね！

 　ずっと欲しかったリフレクソロジーＡは、とても久しぶりに使うので、
 　本当に嬉しかったです。

 　ツボ用に使えるという事を知らなかったので、早速試してみました。

 　目眩の後に、すぐに視界が明るくなり、更にその後、急激に眠くなりました。

 　□□フラワーも使った事がありますが(○○のショップから取り寄せていました)
 　□□はゆるやかなので、効いているのかあまり実感が有りませんでした。

 　リフレクソロジーＡは、すごい効き目で、１週間使い続けていたら、
 　更に嬉しい事に、今日、会社の健康診断を受けてきましたが、
 　去年0.3だった視力が0.8になっていました！！
 　1日中パソコンに向かっている仕事なので、かなり目が疲れていました。

 　なかなか寝付けない子供にも、おでこやほっぺに軽く塗ってあげると、
 　すぐにスースーと寝息をたてはじめます。

 　スキンラスターでマッサージするより早く寝てしまうなんて！
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4048795

 　日常で、こんなに役立つエッセンス類は、他に知りません。

 　息子が中学１年生と、だんだん難しい年頃になってきましたので、
 　近いうちに息子用に88種類から選んでやりたいと思っております。
 　これからも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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

 ■100種以上のフラワーエッセンス製品の【効果的な選び方や使い方】のほか
 ■5分でできる耳ツボを使ったストレスケア
 ■痛みのマネージメント法
 ■エネルギーの回復アップ法
 ■深層心理からの情報を引き出す花カード診断の方法
 ■ボディレベル～顕在意識～潜在意識～無意識のレベルに
 それぞれ対応させる滴数査定と調合法
 ■効果的な内服の仕方

 　などについて実践しながら
 　自然にやさしく体得できる
 　少人数制　実践参加型 のフラワーエッセンス講座が
 　5月の隔週土曜日を利用して
 　アクセスの良い東京・日本橋で開催されます。

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

 　今回は、ゆったり隔週で学べると人気の
 　「土曜隔週コース」ですので

 　学んだことを、ご自宅で反復しながら
 　ゆっくりじっくり余裕を持って学びたい方に最適です。

 　さらに♪

 　今回は【5月講座限定特別カリキュラムとして】

 　■シンクロが起きるメカニズムと調和する方法についても
 　お話していきます。
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 　☆何故シンクロが起きるのか。シンクロのメカニズム

 　☆シンクロを起こす方法・シンクロする方法
 　（フラワーエッセンスをつかって。フラワーエッセンス・シンクロ法）

 　☆シンクロの確認方法と調整のコツ

 　単体セミナーに相当する内容を、今回
 　5月講座に参加する方だけに
 　ダイジェストにお伝え致します。

 　インスピレーションや直感でピンと来た方は
 　どうぞリンクをクリックして、先にお進みください。

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

 講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　定政千恵

------------------------------------ 

 バルナオ博士夫妻のメッセージ動画

 ▼フラワーエッセンス講座の様子を動画でご覧頂けます
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 フラワーエッセンスの体験談、講座のご感想は
 ▼こちらで、ご覧頂けます。
http://www.flowerremedy.com/voice/index.html#vs

 
 ■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】（編集者のつぶやき）

 　社会も国家もカオテックな様相ですね。

  「宇宙は揺らぎだ」と発言した首相。

  　宇宙は揺らぐし
 　 膨張と収縮　（拡大と縮小）するんだよ。

 　それでは、みなさん
 　また明日♪

 　　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” 

http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://www.flowerremedy.com/voice/index.html#vs
http://bit.ly/F8JNW


         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

 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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