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 【いよいよ牡牛座】お金、官能喜び、満足、解放　
 牡牛座新月フラワーエッセンスワーク

 【5月限定 シンクロの起こし方】

 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。

 メルマガ先行告知【5月限定特別カリキュラム付】

 【いよいよ残2席です。】

 ▼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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 　　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。

 　　みなさん。いよいよ5月14日に
 　　牡牛座の新月がやって来ますよー♪

 　
  　なぜ、「いよいよ」なのかと申しますと

 　　テーマは、お金、官能的喜び、満足、解放などwww

 　　・・・興味あるでしょ？ ⌒∀⌒

 　　本日の【おまけコラム】は

 　　驚愕!

 　　とうとう　あの「ダイエー」でも
 　　カンガルーポーが!!!　Σ(°Д°；

 　　・・・・です（笑）

 　　最後まで、楽しく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/
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 ----5月14日は、　牡牛座の新月です♪　
      新月のフラワーエッセンス　ワーク　のご紹介　☆彡　　----------

 　　

 　◆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。

 　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、牡牛座に位置する新月です☆

 5月14日（金）AM 10:06～

 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、完了するとよいですね。）

 ■牡羊座のアスペクトと関連する願いごとのキーワード

 　お金、蓄積、官能的喜び、身体感覚、地上に生きる喜び、
 　満足、創造、信頼性、自分の存在価値、忍耐、解放、頑固さ
 　・・・など。

 ■主な願い事のカテゴリー

 　・「蓄積」　お金や所有物を適正に増やすための願い事
 　・「身体感覚」　官能的な経験と喜びをもたらす願い事
 　・「地上に生きる喜び」　生きる喜びを感じるための願い事
 　・「創造」　望ましい結果を生む願い事
 　・「信頼性」　信頼性を高めるための願い事
 　・「自分の存在価値」　自分の存在価値を高める願い事
   ・「頑なさ」　頑なさを解消する願い事

 ■関連のある身体の部分・症状
 　　咳　/　のど・あご・首　/　甲状腺　/　声と声帯

 

 　＜フラワーエッセンス・ワークの方法＞

 　１．カテゴリーやテーマを決めて、花カード診断を行い
 　　調合ボトルを入手、または自作してスタートする方法

 　フラワーエッセンス　セラピーでは、お花のカードを使って
 　あなたの潜在意識や無意識のレベルに介在する本質にフォーカスをあて
 　あなたを癒し、願いを実現するためのフラワーエッセンスを
 　深層心理から しっかりと選ぶことが出来ます。　

 ▼無料花カード診断を行ってみる？
 　http://www.flowerremedy.com/archives/card/card1.html

 　

 ２．キーワード検索を行い、該当したフラワーエッセンスを入手して
 　スタートする方法

 ▼キーワードによる検索を行ってみる？
http://www.flowerremedy.com/flowerremedy/symptomguide1.htm 
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 　Windowsパソコンをお使いの方は、Ctrl　と　Fキーを
 　同時に押してみてください。

 　検索窓が開きますので、キーワードを入力するか、
 　キーワードの一覧から、該当する項目を探ってみてください。

 ▼キーワードに関係するオススメのエッセンス

 

 ＜官能的な経験と喜びをもたらすためのエッセンス＞
 官能・身体的敏感さ・快感・マッサージ

 

 レッドレショノルティア
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4051087

 ピンクエバーラスティング 
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050638

 マクロザミア
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050832

 バルガ 
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050616

 ゴッデスグラスツリー 
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050287

 チャクラスプレー男性用
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049472

 チャクラスプレー女性用
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049469

 

 ＜生きる喜びを感じるためのエッセンス＞
 鑑賞・感謝・体を持つことの喜び・自然との調和・満足・安らぎ

 ダンピエラ 
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050454

 キャンドルオブライフ
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050208

 ギビングハンズ 
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050192

 イエローフラッグ
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049724

 アルシニア 
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049678

 ムーブメラルカ
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050851

 ホワイトニンフウォーターリリー
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050807

 

 ＜望ましい結果を生むためのエッセンス＞

 確かな基盤・着実な前進・徹底・忍耐強さ 

 シルバープリンセスガム 
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050333

 メンジーズバンクシア
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050895

  ウーリーバンクシア
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049847
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  パープルエナメルオーキッド
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050478

 グリーンローズ
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050239

  

 ＜信頼性を高めるためのエッセンス＞

 根気・信頼性・信用

 シルバープリンセスガム
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050333

 メニーヘッドドライアンドラ
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050879

 ラビットオーキッド
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050924

  フューシグレビリア
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050685

 

 ＜自分の存在価値を高めるためのエッセンス＞

 自己の欲求を知る・明確な価値観・決断力・自分自身を受け入れる

 コレア
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050279

  ヘアリーイエローピー
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050736

 アーチンドライアンドラ
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049579

  イエローコーンフラワー
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049718

 

 ＜頑なさを解消するためのエッセンス＞

 頑固さ・執着・変化を拒絶する・独占欲・独善的意見への固執・停滞

 ダンピエラ
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050454

  ブルーレショノルティア 
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050728

 ピンクッションハケア
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050644

 グリーンローズ
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050239

  シャイブルーオーキッド
 （画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050326

 
 　
 　いずれの場合も、ボトル1本無くなるまで、少なくとも21日間は
 　毎日継続して、ワークしてみてくださいね♪

--------☆--------☆--------☆--------☆-------
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 ■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】の他
 ■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。

 　☆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。

 　▼【いよいよ残2席です。】
 　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

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

 【編集後記】

 　驚愕!!　

 　とうとう　あの「ダイエー」でも

 　カンガルーポーが!!　　Σ(°Д°；
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 　つい先日の事。

 　近くを通ったので、近所のダイエーで
 　ベビーリーフほか、ちょっとした日用品などをお買物♪

 　で、レジを抜けて・・・驚愕!!!!

 （問題の画像→）http://flowerremedy.com/blog/2010/05/post-83.html

 　いやー。驚きました！⌒∀⌒

 　それでは、みなさん♪

 　スペシャルなタイミングをキャッチして
 　みなさんの夢や希望が実現しますように♪

 　　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” 
         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

-P.S-

 Twitterでも、フラワーエッセンスのこと
 豊かさ、アバンスダンスについて
 引き寄せについて
 エネルギーワークについて
 フォーカスのチカラについて
 潜在意識や無意識について
 などなど、気ままにつぶやいています。

 よろしければ、お気軽にフォローなさってくださいね♪

 Twitterからのご質問も大歓迎です！
 

 ついたー→http://twitter.com/flowerremedy
 エッセンスbotー→http://twitter.com/essencebot 

 各製品ページに、「Twitterでつぶやく」アイコンを導入。
 （画像、詳細）http://flowerremedy.jp/?pid=4048795

 　「つぶやくアイコン」をポチッと押すだけで
 　そのページの製品名と商品ページが、自動入力され
 　つぶやきを、Twitterに
 　簡単に送信できるようになりました。

 　　同時に、Twitterの定政千恵の個人アカウント宛
 ＞　@flowerremedy
 　　にも、メッセージが自動送信されますので

 　　ご感想や、ご質問なども、どんどん気軽に
 　　ついっとしてね♪

 　　フラワーエッセンス・ワールドを、みなさんと
 　　一緒に楽しめたらいいなーっと想っています♪

 ■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。
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 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。

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

 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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