
  ★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 　☆2007　3月号☆
  ＜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　2007年3月9日　
 　　　　＼∥／　 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━

====================================================================
 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　4月期　フラワーエッセンス講座　　　　 　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　基礎～外用～内服講座　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　受付を開始しました　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃　　　▼  　詳細情報は、コチラ　  ▼　　┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
          　　　http://FlowerRemedy.com/workshop/workshop.htm
 　　　                                      　　　　　　　　　　 
 　 ○─────────────────────────────○
 　                                                              
                                                           
┌─────┬────────────────────────────┐
 │トピックス│ フラワーエッセンスジャーナルは、まぐまぐを通じ         │
 │          │ メルマガ登録頂いた方々に配信しています。               │
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 　├→ 読み物パート１：花カード診断の有用性について
 　├→ 読み物パート２：フラワーエッセンス講座の感想メールより
 　├→ 4月開催講座のお知らせ（東京地区）
 　├→ サプリメント取扱開始のお知らせ（オンラインショップ）
 　└→ ニューエイジャーへの編集後記

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ♪
 　　こんにちは♪♪

 　　フラワーレメディ.com そふとしぇる
 　　LiFE認定セラピストのさだまさです。

 　　春の気配を感じる今日この頃・・。
 　　啓蟄を過ぎ、私もモゾモゾと活動を開始。(笑）

 　　生命の息吹や、新しい出会い、経験に想いを馳せつつ・・・
 　　ワクワク気分で、フラワーエッセンス情報をお届け致しますミ☆

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　お友達で、未だメルマガ登録が済んでいない方がいらっしゃいましたら、
 　http://www.FlowerRemedy.com/information/mailmagazine.htm
 　より、是非、メルマガ購読の正式登録をオススメしてくださいねッ！

 　このメールマガジンはWeb上に内容を掲載しています。
 　ぜひクリックして続きをお楽しみください。
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 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　 ☆　　　花カード診断の有用性について    　☆　 ┣━┓
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛　　　最高のパフォーマンスと出会いのために　　┗━━┛
 　　

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


 　　　みなさん。突然ですが。
 　　　花カード診断を行ったことはありますか？

 　　　生徒さんや、クライアントさんからのご質問に

 　　　「お花の特性から選ぶ方法と、花カード診断によって選ぶ方法と
 　　　どちらのほうがよいのでしょうか？」

 　　　っと言ったものがよくあります。
 　　　今日は、その『花カード診断の有用性』について、
 　　　ご紹介させて頂きたいと想います。

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

 　　　～花カード診断でワカルこととそのレベル～

 　　　普段、私たちは、様々な意識の様々な領域を使って、
 　　　認識を行ったり、意思決定を行ったり、行動を起こしたりしています。

 　　　認識している意識のことを、「顕在意識」と言ったりします。

 　　　また、それとは気が付かずに、または意識せずに、
 　　　自動的に反応（リアクション）をしている場合もあります。
 　　　
 　　　この認識していない意識のことを、「潜在意識」と呼び、
 　　　自動化された（パターン化した）考え方や行動様式は
 　　　この「潜在意識」下に潜んでいると考えられています。

 　　では、ここで、問題。

------------------------------------------------------------
 　　今、あなたの最も解決したい問題、または、テーマを”ひとつ”
 　　思い起こしてみてください。

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

 　　・・・・思い起こせましたか？

 　　　それでは、今思い出したその問題は、
 　　　次のどの意識レベルで、認識しているでしょうか？

 　　▼2択です。
----------------------------
 　　1.顕在意識
 　　2.潜在意識
----------------------------

 ・・・・・
 ・・・・・
 ・・・・・・ここは、考える時間です。
 ・・・・・
 ・・・・・

 　　　答え：1.の顕在意識です。
 　　　（「あたりまえじゃん」と、早まらないでくださいね。(笑））

 　　▼　それでは、質問。▼
------------------------------------------------------------
 　　　それでは、その問題認識を行っていることと、同じように、
 　　　1.の顕在意識を駆使して、その問題を解決することができますか？
------------------------------------------------------------

 ・・・・・
 ・・・・・
 ・・・・・・ここは、考える時間です。
 ・・・・・
 ・・・・・

 「・・・・できてれば、苦労ないじゃん。(笑）」ってことですよね？(笑）



 　　　　実は、ここに・・・ひとつ大きな”落とし穴”があります。（きゃー）

 　　問題認識をしている意識は、「顕在的にワカッテイル」のですが、
 　　その問題を解決するための情報は、「顕在的にワカラナイ」

 　　何故ならば、多くの場合、自分が気が付かない
 　　（パターン化した思考や意識に起因している）＝「潜在意識下にある」
 　　・・・・からなのです。

 　　　　『認識できない』＝『顕在的にワカラナイ』のです。

 （▼ここは、飛ばして頂いても結構です。▼潜在意識の大切なお話なので。よろしければ
 。）
------------------------------------------------------------

 　　　　ここで、潜在意識のお話を補足。

 　　　　潜在意識の性質のひとつとして、自動化することを司どるというものがあります
 。

 　　　　　　例えば、キーボード入力のブラインドタッチ。
 　　　　　　これは、自動化のわかりやすいパターンのひとつですね。

 　　　　　　『信号機が青になった』＝『渡る』
 　　　　　　っという行為も、自動化されたパターンです。

 　　　　　（いちいち、進行方向の信号機は青。
 　　　　　青は、進んでも良いのサインだから、では進行しよう。
 　　　　　っと考えてから行動に移る”大人”は居ませんよね？）

 　　　　潜在意識は、良い、悪いに関係なく、あなたのために、『自動化』をしているの
 ですが、
 　　　　場合によっては、単なる『思い込み』や、あなたの今の幸福の妨げになっている
 ような
 　　　　『考え方』のパターンを維持している場合もあるのです。

 　　　　たとえば、「あの人が言ったあのひとこと」（たまたまかもしれないのに・・・
 。）
 　　　　自分の過去の経験とそれによる思い込み（私って・・・だから、・・・なの・・
 。っとかね。）
 　　　　両親の生活様式や考え方のパターン（男は・・・で、女は・・・なものだ！っと
 かね。）
 　　　　先祖代々からの習慣（我が家では先祖代々・・とかね。）
 　　　　日本人の文化や習慣（日本女性は、3歩下がって・・・っとかね。）
 　　　　あの映画のあのシーン。あの小説のあのひとコマ・・・
 　　　　そららが人生に多かれ少なかれ影響し、「考え方のパターンが固まっていく」の
 です。

 　大切！→そして、その領域（思考体と呼んでいます。）が刺激を受けると
 　　　　　それとは気が付かずに、意識せぬまま、自動的に反応した考え方や、気持ち、

 　　　　　行動がアウトプットされてしまうのです。

 　　　　　結果、顕在的には、どうしたらいいのかワカラナイ。っと想うのです。

------------------------------------------------------------
 （▲ここまで。読み飛ばしOk領域。(笑）▲）

 　　　　　その『顕在的にはワカラナイ情報』＝『潜在意識の情報』
 　　　　　を読み取るために、花カード診断が有効です。

 　　　　　問題意識をしっかりと持って、その問題をありありと思い出すことによって
 　　　　　潜在意識下にある、その問題に関わるパターンや考え方、
 　　　　　情報などが詰まっている領域が活性化されます。（思考体と呼んでいます。）



 　　　　　それに伴い、その考え方やパターンと一緒になっている（アタッチされた）感
 情が
 　　　　　わきたってきますので、『感情がわきたつ』まで、しっかりとその問題に集中
 することによって
 　　　　　花カード診断の結果がより本質に関係する（本質に近い）ものとなり、
 　　　　　その結果として、しっかりと診断が行われたフラワーエッセンスを適正に使用
 することにより
 　　　　　精度やパフォーマンスがあがるのです。

 　　　　　ですから、フラワーエッセンスがあまり効かないと想っていらっしゃる方で
 　　　　　また、花カード診断を行ったことの無い方、または、花カード診断を行っては
 みたものの
 　　　　　なんだかしっくりとこない方は、

 　　　　　「その問題が今実際に起こっている」つもりになって
 　　　　　潜在意識下にある関係領域（思考体）を活性化させ、感情が沸き立た状態で、

 　　　　　直感で、花カードを選定してみてください。

 　　　　　はっきり言って、『花カード診断は、だれにでもできます。』
 　　　　　我が家の10歳の娘でさえ、できます。

 　　　　　ただ、『花カード選定の精度の違い』が、
 　　　　　そのまま『フラワーエッセンスのパフォーマンスの違い』となりますので、大
 変重要です。

 　　　　　（「精度が違う」＝「間違い」ではないですよ。
 　　　　　　　ただ、本質的でなく、表面的になってしまう傾向があります。）

 　　　　　以上のポイントで、是非、花カード診断を行ってみてください。

 　　　　　内服法マスター講座では、
 　　　　　「精度を高める」ための、花カード診断の方法とノウハウを
 　　　　　しっかりと説明し、実践を行い、さらには、
 　　　　　意識の違いにおける診断結果の違いを実際に観ていただき、
 　　　　　その仕組みを理解できるまで、指導させて頂いていますので、

 　　　　　これからのフラワーエッセンス選びで、迷わないためにも
 　　　　　2日間のお時間をつくって、是非、足をお運びください。

 　　　　　「百聞は一見にしかず」
 　　　　　一度、実際の花カード診断を観て頂くと、
 　　　　　ご自分の花カード診断との違いがワカリマス。

 　　　　　ご自身のために、是非♪

 　　▼4月のフラワーエッセンス講座のご案内ページ
 　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　　ほんとうは、もっともっと、お伝えしたい・・

 　　直接お話できれば嬉しく思います♪
 　　お待ちしています♪♪

 　　by LiFEファシリテーター：さだまさ。( ´ ▽｀ )ノ 

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

 　　▼花カードをお求めになりたい方は、是非ココで。（オンライン・ショップ）
 　　http://flowerremedy.com/shop/fe/supply.htm
 　　　　花カードセット(解説付）\6,300-（税・送料込）

 　　▼無料で、オンライン花カード診断が行えるページ
 　　　（花カード診断方法、説明のページ）
 　　http://flowerremedy.com/fe/carddemo.htm

 　　　（花カード診断スタートページ）
 　　http://flowerremedy.com/fe/carddemo1.htm

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

 みなさまのサポートで、メルマガ発刊させて頂いております！



 ありがとうございます♪

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ━━      　フラワーエッセンス講座の感想メールより    　━━ 

 (ある生徒さんとのやりとり編）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 講座の雰囲気を感じて頂けましたら、幸いです。

 ～ある生徒さんへの返信メールをそのまま転載～

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 ○○さま

 ご連絡ありがとうございます♪
 さだまさです。

 > メールと１７・１８日の講座はありがとうございました。

 こちらこそ！
 ありがとうござました♪♪

 > 皆で話していた事は、先生が面白かった事と講座もメンバーも
 > とても楽しくて、また会って色んな話をしたい・・・こんな感じで
 > 名残惜しかったです（*＾＾*）

 そう言って頂き、大変嬉しいです。

 その回のメンバー（顔ぶれ）によっても、
 講座の雰囲気に違いってありますよ。(笑）

 ひとりひとりの方の好みや、目的、求めているもの・・・
 それら全てがミックスして形成されるのだと想います。(笑）

 私も、とっても楽しかったです。(笑）

 > 私、エネルギーワークに依存していた自分を感じて
 > もう辞めようと思ったばかりで、ちょうど土日の講座に
 > 臨んだのです。。。何度も

 何度も？(笑）
 （文章途切れちゃったですか？笑。）

 依存とは、相手に、自分という”キー”を預けることなのだと想いますが、
 自分が主体性をもってさえいれば、
 ”共存”っていう言葉に置き換わるような気がします。（共存＝素敵ですよね。笑）

 エネルギーワークに限って言えば、そもそも、
 ”変化しているのは”「じぶん」であり、

 フラワーエッセンスをしようが、何をしようが・・・
 主体性は、「じぶん」にあることに気が付かれるのではないでしょうか。

 そこに気が付けば、依存とは、「気持ちの問題」であることがわかると想います。

 アファメーションでも、瞑想でも、HRTでも、
 フラワーエッセンスでもなんでもいいのですが、
 それらはあくまで、働きかけを行っているだけであって、
 変化しているのは、「じぶん」ってことなんだと想います。

 「主人公＝じぶん」です。(笑）

 アファメーションでも、瞑想でも、
 フラワーエッセンスでも・・・トリガーは、
 ご自分にあってさえすれば、方法は、何でもよいのだと想います。



 大切なことは、内面のまだ日の当たっていない部分に
 光をあててあげること。

 そうすると素晴らしい発見（宝物）が、
 たくさんたくさんみつかって、

 子供の頃のように、素直に驚きをもって、日々を過ごし、
 様々なことやものに、感謝しながら、
 ”Happyでいる”ことが、簡単に思えて来るような気がします。

 永くなりましたが、要は、
 わたしたち、ひとりひとりに生まれながらにして備わってる部分
 光があたるのを待っている部分に、意識（想い）をめぐらし
 光をあてることなのだと想います。

 ＜私も、実践しよっと♪(笑）

 ちなみに、
 ワイルド・フラワーエッセンスは、”ソコ”に、
 アクセスする（到達する）ための、わかりやすーい
 ナビゲーション・ツールっとして、お役に立てることと想います。(笑）

 っということで、メールを頂戴し、誠にありがとうございました♪

 私にとっても、大変よい心の整理になりました。(笑）

 コレ、次回のメルマガに採用させて頂こうかな～(笑）

Be Happy!
 定政千恵

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
 ▲ココまで。メール文面。▲

 言葉通り、メルマガで採用させて頂きました♪
 ○○さん。ありがとうございました♪

 ○○さん。そして、今までご参加頂いたみなさん。
 また、お互いにバージョンアップして、お会いできたらと想います！

 近況などもお聞かせくださぁ～い♪楽しみにしていますッ☆

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　　　　　新カリキュラムで、基礎の基礎から、百会診断まで・・
 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★
 　┏━┫　＝　　4月開催フラワーエッセンス講座情報（東京地区)　　＝　┣━┓
 　┃　┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛　┃
 　┗━━┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━┛

┌───┐
 │。――│　　書籍『西オーストラリア花物語』の講座を、日本で学べる。
 │。＝＝│　　心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディ
│      │
 └───┘自分で自分を癒す知恵とノウハウをマスターするフラワーエッセンス講座

 　　少人数制だから、しっかりわかる♪できる♪♪

 　┏━━━興味に応じて、4コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┓
 　┃
 　┃　[基礎]
 　┃　フラワーエッセンス基礎講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop0
1.htm
 　┃　　　　　　　　　　 4月 7日（土）→心と体のつながりと関係性を発見し、フラワ
 ーエッセンスを
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　心身の健康維持に役立てていくことを目的と
 しています。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　レシピも多数紹介。オリジナル・スプレーの
 製作も行います。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　and more・・・　
 　┃　
 　┃　[アドバンス]



 　┃　外用実践講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop02.htm
 　┃　　　　　　　　　　　4月14日（土）→フラワー・エッセンスでは、唯一ともいえ
 る
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　アキュ（耳ツボ）・トリートメントのテクニ
 ックを実践。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　ストレスと痛み、 エネルギー消耗、不眠不
 安等への適用法や
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　局所適用方法などを学びます。and more・・
 ・（残席、まだ余裕あり。）
 　┃
 　┃
 　┃　内服法マスター講座(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop03.htm
 　┃　　　　　 4月21日(土）22日（日）→花の色の特徴について理解を深めながら、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンス88本のポイントを学びま
 す。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　花カード診断の方法、調合方法、摂取方法、

 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　反応パターンを実践を交えながら学び、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　スキルの総括として、調合の実践を行ないま
 す。and more・・・
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　┃　[新設講座]
 　┃　
 　┃　アドバンス・ワークショップ(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop0
4.htm
 　┃　　　　　　　　　　　日程詳細未定→内服法講座での知識をベースに、対面セラピ
 ー、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　百会診断の実践トレーニングを重点的に行い
 ます。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　理論よりも、体感や直観力を使用した
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　実践型ワークショップとなりますので
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　エネルギーのわかる方。または、ご理解のあ
 る方のみご参加ください。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┛

 　>>ご自分やご家族の健康や、スキルアップ、より豊かな人生のために。

 　　親子関係、恋愛関係、職場関係、自己鍛錬、自己実現、スキルアップ、健康・・・
 ＿┌─────────────────────────────────────┐
 ＿
 ＼│　　　自分自身の内なるチカラを引き出し、人生の様々なテーマに向き合い、　　│
 ／
 　│　解決していくノウハウをフラワーエッセンスを通じて獲得していきませんか？　│

 ／└┬───────────────────────────────────┬┘
 ＼
 ── 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─
─

 　海外の病院やケア・センター等でも治療の一環として行なわれている
 　Living Essence『オーストラリアン・ワイルドフラワー・エッセンス』による
 　フラワーエッセンス講座。

 　フラワーエッセンスの体験、知識と、
 　今後の人生の中で「永続的に使える」実用的なテクニックの両面を
 　マスターすることを目的としたカリキュラムです。

 　体験重視の少人数制なので、　気軽に・楽しく・ワカルまで・・サポート。

 　お友達と一緒のご参加なら、もっと気軽で楽しく、
 　さらに、それぞれ５％の割引特典もご利用頂けます♪
 　
 　定員数に達し次第、受付終了とさせて頂きますので、
 　ご希望の方はお早めにご予約ください。

 　▼開催講座の詳細情報は、こちらのページで
 　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　　1
 ☆／★／　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＼★＼☆
 ／★／　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　　＼★＼
 ★／　┏━━┫フラワーエッセンス専門店の品質とサービス　┣━━┓　＼★
 ／　　┃　　┃　　　そふとしぇる☆オンラインショップ　　┃　　┃　　＼
 　　　┃　　┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛　　┃　　

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


 　　　┗━━━━━┛　　　　　　　　　　　　　　  ┗━━━━━┛
 　　　　　　　　http://FlowerRemedy.com/shop/shop.htm

    【新製品お取扱開始のおしらせ】

   「オーストラリアン・ワイルド・フラワーエッセンス専門店」が
 　 新たにご紹介するドクターズ・コスメ＆サプリメント

 　　　　　　『アクティブジェノール』　発売のおしらせです。

 　　「フラワーエッセンス専門じゃないの？」っという声が聞こえてきそうですが、
 　　そうです！(笑）

 　　サプリメントもご紹介させて頂くことにしました。

 　　それはなぜか？

 　　個人的に、数ヶ月利用していますが、
 　　『とっても、とっても良いパフォーマンス』のサプリメントだからです。

 　　良質の人生を送るためには、「心技体」、「ボディ・マインド・スピリット」の
 　　バランスと向上が大切。

 　　その点において、このサプリメントは、「ボディ」へのケアとして
 　　とても優れていると想ったことが経緯です。

 　それに女性は、「いつまでも美しく」あることが幸せの大切なパートであったり
 　「自分を大切にする」ことと同義語だったりしますよね。

 　満たされているからこそ、「アンチエイジング」。(笑）

 　　私は、エネルギーを感知したりすることが得意なのですが、（職業ですしね。笑。）

 　　このサプリメントは、ボトルを手で触っただけで、
 　　それは、「とっても温かかった。」。

 　　そして、飲み込んだ瞬間、「ばぁ～」っと、体の中で、
 　　温かいものが広がって、足元まで、ポカポカしました。
 　　（体感には、個人差があります！）

 　　飲んでみて、私の場合は、すぐに反応が表面的にもわかるくらい変化が出ました。

 　　飲んですぐに、「体が温かく、疲れにくくなった」
 　　「皮膚の艶色が良くなり、肌の調子もとてもよくなった」
 　　ナニシロ嬉しいのは、活性酸素を除去してくれるからか、「若返った！」
 　　少なく見積もって、3～5才くらいは。（体感には、個人差があります！）

 　　ここ最近、サプリメント・フリークでもある私ですが、(笑）
 　　それを持ってしても、ダントツです。

 　　もちろん、個人差はあると想いますが、私にとっては、とってもよかったので
 　　みなさんにもご紹介をと想い、取扱をはじめました。

 　　『アンチエイジング』にトライしてみたい方。
 　　でも、エステ代とか、美容整形まではね・・・っていう方。
 　　予算だってあるじゃん・・・って想う方。
 　　教育費とか、食費とか・・そっちが先！って想う方。

 ・・・私と一緒です。(笑）

 　　▼そんな方こそ。一度、試してみてください。(笑）
 　　http://flowerremedy.com/shop/dsrcosme/supplement.htm

 　　　元気で、ハツラツとした健康美のために♪
 　　　イチオシサプリメント。



 　　　『アクティブジェノール』
 60カプセル（1～2ヶ月分）通常価格12,600円を
 キャンペーンプライス  7,350円(税・送料込）

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

 人気があれば、キャンペーンプライスを、ズーッと、ガンバッテ維持します！

 （後日、基礎化粧品もご紹介できる予定です♪）

 　結果と本物を求める方に。ご満足頂けると想います。

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

 >　　　あなたにぴったりが、必ずミツカル

 >　　　　　:*.☆。フラワーエッセンスをお求めなら・・・。☆.*:
 >　　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 >　　　　◆●◆　　　高品質な製品＆サービスをお約束　　◆●◆
 　　　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 >　　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

 5000円以上のお買い上げで
   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 全国送料無料＆スピーディーな当日・翌日発送（特定日除く）
 (‾－|‾‾|　　　
  ◎‾‾◎‾ 　　

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　送料無料　　┃　⇒　全国一律送料設定。送料無料も、税込5000円から。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　スピーディ　┃　⇒　当日・翌日発送対応（特定日除く）
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　時間指定　　┃　⇒　キメ細やかな時間指定対応。
 　　　┗━━━━━━━━◆
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　多彩な決済　　┃　⇒　クレジットカード
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　便利なコンビニ後払い・代金引換にも対応
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　品質管理　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる製品管理。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　回転の速いフレッシュな製品をお届け。
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　無料相談　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる無料相談。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　もちろん。使用方法のアフターフォローも徹底
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　プレゼント　　┃　⇒　製品パフォーマンスを高めるツールのプレゼント♪
 　　　┗━━━━━━━━◆　　　

 　　　　結果を求める方の、エッセンス選びに。
 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　　　　　▼　セラピストに相談できるウェッブショップ　▼
 　　　　　　　　 http://FlowerRemedy.com/shop/shop.htm
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 みなさまのサポートで、メルマガ発刊させて頂いております！
 ご理解とご協力、ありがとうございます♪

┌─────┐
 │編集後記  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　　前回の講座で、ある生徒さんから

 　　「次のメルマガまだかなぁ～」
 　　「まぁだかなぁ～」

 　　　っと。天の声のようなつぶやきが。(笑）

 　　あのですね。
 　　メルマガ・・・、書けるときが書くタイミングなんです。
 　　＜きっぱりッ！(笑）



 　　いや。実際。
 　　笑って書いてはいますが、
 　　書いている内容は、命を削って（笑）
 　　書いているのですよ。これでも。(笑）

 　　いや。ほんとに。

 　　（わかってくれとは、決して言えませんが。(笑））

 　　発刊回数を削ってでも、その分、質にこだわりを持っているのです！(笑）
 　　こうみえも！！(笑）

 　　その生徒さんにもお願いしたのですが、
 　　是非、何回も繰り返し読んでみてください。

 　　それだけの内容を詰めこみ、折込みながら書いているつもりですので、
 　　きっと、そのひとそれぞれで、いくつかのポイントが、
 　　毎回、新たにみつかると想いますので。

 　　メルマガ書こうと想ってから、約2ヶ月。(笑）
 　　校正とトピックスを、ソラで考えはじめて、約2週間。(笑）

 　　・・・ただ、それまで、
 　　”ピッ！”っというインスピレーションとタイミングで無かったのでしょう。(笑）

 　　・・・今日はスラスラ。
 　　それでも、書き始めから、書き終わりまで、3時間+α掛かっています。(笑）

 　　それだけ、言葉と内容にエネルギーと愛情を注いでおりますので、
 　　何回も読んでいただける内容にしているつもりですし、
 　　気付くポイントもあるはずですので、よろしくど～ぞ♪(笑）

 　　あー。今回は、産みの楽しさを味あわせていただきました♪（ぷっはぁ～ッ）

 　それでは、みなさん・・・さらにさらに、
 　げんきで、はっぴーで、らぶらぶで♪

 　3月9日14：08分現在、高尾のオフィスにて。(笑）

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

 　みなさん、今回の「フラワーエッセンス・ジャーナル」は
 　いかがでしたでしょうか？

 　メルマガ、ホームページに関する
 　皆様のご意見ご感想お待ちしております♪

 　次号まで、See You♪♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 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」

 ■ 掲載された内容を許可無く転載することを禁じます。
 ■ ご意見・ご質問はこちらまで http://flowerremedy.com/information/qform.htm
 ■ ＜そふとしぇる＞ＨＰアドレス http://www.FlowerRemedy.com
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