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 半夏至で肝のケア。
 何故朝起きてすぐに、エッセンスを飲むのでしょうか？夜ではだめなの？

 土日の2日間で

 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。

 ▼フラワーエッセンス　セラピーレベル１ (奨学金制度スタート）
 　7月基礎総合講座　土日集中コース　日本橋教室【受付開始】
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Misty＠さだまさです。

 　　今日は、半夏至ですね。

 　　収穫の善し悪しが決まる大事な時期で
 　　たこの足のようにしっかり根を張る様にと
 　　たこ食べる習慣がある地方もあるようです。

 　　たこは、ご承知の通り「タウリン」が入っていて、
 　　肝臓の働きを促す作用や、
 　　肝細胞の再生促進作用などで知られています。 

 　　肝ですよ。肝。(笑）

 　　肝といえば、そうですあの”デトックス”で
 　　有名なエッセンス。

 　　【ブラックカンガルーポウ】http://flowerremedy.jp/?pid=4050705

 　　またまた、複数ご質問を頂いておりますので、ご紹介致します。

 　　それでは、どうぞ続きをご覧ください♪

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 Ｑ：ブラックカンガルーポウは、何故、朝起きてすぐに使用するのでしょうか？
 　夜ではだめなの？

 Ｑ：どうして、レモン汁を入れるの？

 Ｑ：飲みきった後はどうすればいいの？

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　最近、ホ・オポノポノを実践されている方や、
 　デトックス、浄化、クリアリング、クレンジング目的
 　をお持ちの多くの方に
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 　【ブラックカンガルーポウ】
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4050705

 　を、ご利用頂いていますが
 　ここ最近、同じようなご質問を複数頂戴しているので
 　代表的なご質問内容について、簡単にご紹介させて頂きますね。

 
 　【ご質問内容】

 > 初ブラックカンガルーポウを体験する前に、疑問点があったので教えてください。
 > "朝起きてすぐ飲む"というのは、どういう意味があるのですか？

 > 一定の間隔ならば、夜でも問題ないのでは？と思ったのですが。
 > 朝、活動する前というのがポイントなのでしょうか？ 

 > それと、レモン汁を加えるというのも、何か意味があってのことですよね？？

 

 　【ご返信内容】

 　アーユルベーダーでは、睡眠中に失われた水分を体に送り込み
 　同時に老廃物を流してくれるという理由から
 　朝起きてすぐ、水を飲むとよいという教えがあります。

 　また、睡眠中は、記憶や感情を、整理、分類していて
 　感情的な不要物、老廃物がでます。

 　エッセンスを朝起きてすぐ飲む理由は

 　１．朝起きてすぐの状態は、まだ脳が目覚めきっていないので
 　フラワーエッセンスのメッセージが、
 　潜在意識や無意識の層に届きやすいこと

 　２．また、睡眠中に溜まった精神的、
 　感情的な老廃物の排出を手助けすること

 　さらに、「調合ボトル摂取」の場合は、
 　夜、最後に摂取してから
 　時間が経過している等の理由が挙げられます。

 
 　以上の理由により、
 　デトックス目的で、ブラックカンガルーポウを
 　単品で飲用する時間帯は
 　【朝起きてすぐが望ましい】のです。

 > それと、レモン汁を加えるというのも、何か意味があってのことですよね？？

 　はい。
 　レモンは肝臓を刺激し、身体の浄化、毒素分解を
 　促してくれると言われています。

 　また、お塩をひとつまみ加えるとよいのですが
 　正規代理店で取り扱っているワイルドフラワーエッセンスのストックボトル
 　（ブラックカンガルーポウ含む）には、保存剤に
 　加塩ブランデーを使用しておりますので、加減してご利用ください。

 　さらに今日は、ブラックカンガルーポウを使い終えた方
 　デトックスが充分済んだ方向けに
 　ひとつ進んだ情報をご紹介致しましょう。

 　1年に1度、摂ることが推奨されているエッセンスが、実は2本あります。

 　1本は、ブラックカンガルーポウ。
 （画像、詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050705
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 　そして、もう1本は、ラビットオーキッドです。
 （画像、詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050924

 　ラビットオーキッドは、浄化が終了した次のプロセスとして
 　仮面を取り去って、本当の自分を知り、現すためのエッセンス。

 
 　■自分や他のひとと意味のある正直な繋がりを持ちたい。

 　■内面の成長を啓発し、自由に解放したい。

 　■魂をあきらかにしたい　　

 
 　ブラックカンガルーポウが終了した直後に
 　スタートできると理想的です。

 　ラビットオーキッドの解説はこちらでご覧頂けます。
 　（画像、詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050924

 　さらに効果的で、素敵なセッションとなりますように☆彡
 　どうぞ、ご参考になさってみてください♪

*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

 　　【 いよいよ今月開催されます 】

 　　ワイルドフラワーエッセンス創始者
 　　Sirバルナオ博士自らが
 　　「日本の第一人者」と認める
 　　フラワーエッセンス療法のスペシャリスト

 　　講師：定政千恵から直接学ぶワイルドフラワーエッセンス総合講座

 　▼基礎総合講座　土日集中コース　日本橋教室 （受付開始）
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　講師プロフィール
 　http://www.flowerremedy.com/information/profile.html

 ■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
 　実践参加型 のフラワーエッセンス講座です。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　地方からも、都心からも
 　通いやすくアクセスの良い東京・日本橋で
 　土日集中講座として7月末の土日に開催されます。

 　フラワーエッセンス総合講座では
 　今現在の人生のテーマについて
 　あなたを癒し、様々な問題解決を手助けし
 　今後も一生涯を通じて使えるノウハウを伝授していきます。

 　▼講座の詳細は、こちらでご覧頂けます。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

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

 　■バルナオ博士夫妻のメッセージ動画■
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 　▼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】

 　　先週末、ボディマインドフェイシャル
 　　バランス調整　ワークショップが開催され

 　　参加者の方に大好評のうちに終了致しました。

 　　今回は、私も、最初から最後まで
 　　一緒に体験させて頂きました。

 　　当日もですが、翌日も・・・

 　　続きは、後日、アンケートと画像で
 　　実際に観て頂きたいと想います!!!!!（笑）

 　　今回、見送っちゃった方、
 　　予定があわなかった、非常に残念！

 　　次回は、10月開催の予定です。

 　　日程アップしていますので
 　　予定を空けておくように（笑）＜S山さん（笑）
 　　http://flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

 　　前回のメルマガでちらっと紹介した件。(笑）
 　　おかげさまで、Voiceで販売第1位。

 　　ゾーン状態、直感力のためのオラクルCD
 　　http://shop-style21.com/?pid=21411429

 　　Love&Light☆彡
 　　フラワーエッセンス 　スペシャリスト
 　　さだまさ"misty"ちえ　　(o^(ェ)^o)ゞ

 　プロフィール
 　http://www.flowerremedy.com/information/profile.html

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         カラダ・ココロ・スピリチュアル
  “Wisdom is nurturing body, mind and soul” 
         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

 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こうと想います。

 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
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 　「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。

 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。

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

 　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　
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 　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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