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┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→  ショップ・ポイントサービスのスタートお知らせ（オンラインショップ）
 　├→  オリジナルコラム：バック To ベーシック。
 　├→  7月開催講座のお知らせ（東京地区）
 　├→  無料ブログメールマガジン「お花からのメッセージ」新発刊のご案内
 　└→ 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。

 　　先週末は、大祓え＆ブルームーンでしたね。

 　　大きなイベントが2つ重なるなんて、スゴイです☆

 　　大祓えは、1年に2度のご神事で、
 　　ブルームーンは、数年に一度
 　　1ヶ月に2度起こる、2度目の満月のことをさし、

 　　英語圏では、「とっても珍しいことが起こる」という言い回しで
 　　Once in a blue moon
 　　と表現されるとか。

 　　そんな珍しい節目を過ぎて
 　　また新たな気持ちで、リフレッシュしてのスタートです。

 　　高尾の自然の脈動するエネルギーを
 　　メールマガジンに乗せて・・・。

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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！
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　　　　　　新サービス！
 　　　　　　　ショップポイント・スタートのおしらせ
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ☆／★／　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＼★＼☆
 ／★／　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　　＼★＼
 ★／　┏━━┫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.jp

 　　　　　リニューアルしたフラワーエッセンスショップ
 　　　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp　より

 　　　　　みなさまの益々のハッピーに♪

 　　　　　日頃の感謝の気持ちとして、
 　　　　　ショップポイントサービスをスタートしました。

 ☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*☆

 　　■■■　■■■　　　お買い物で溜まったポイントは
 　■□□■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■□■■■■■■■■■　500ポイント＝500円としてのご利用のほか
 ■□■■■■■■■■■　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■■□■■■■■■■■　ポイントのご利用時にも、ポイントを加算！
 　■■■■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　■□■■■■■　　　５倍ポイントサービスや
 　　　■■■■■　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　■■■　　　　　前振込には、お振込ポイントも付与させて頂きますッ☆
 　　　　　■　　　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ≪ポイントの貯め方、使い方≫
 ハッピーポイントについて⇒http://flowerremedy.jp/?mode=f9

 >　　　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　　◆●◆
 　　　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 >　　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 全国送料無料設定＆スピーディーな発送
 (‾－|‾‾|　　　
  ◎‾‾◎‾ 　　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃ハッピーポイント┃　⇒　ポイントご利用で、５％相当がサービスに。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　送料無料　　┃　⇒　全国一律送料設定。送料無料も、税込5250円から。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　便利！！  　┃　⇒　携帯用モバイルショップも併設。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　時間指定　　┃　⇒　キメ細やかな時間指定対応。
 　　　┗━━━━━━━━◆
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　ラクラク決済　┃　⇒　クレジットカード決済手数料無料。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　便利なコンビニ後払い・代金引換にも対応
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　　安心　　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる製品管理。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　セキュリティーもベリサインセキュアに対応。
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 　　　　結果を求める方の、エッセンス選びに。
 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　　　　　▼　しあわせデリバリー☆フラワーレメディ.jp　▼
 　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.jp
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　　　　　　オリジナル　フラワーエッセンスコラム
 　　　　　　　バック　To ベーシック「2つの要素」
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　LiFE認定ファシリテーター/セラピストの定政千恵（さだまさ　ちえ）です。

 　　今回のコラムは、リフレッシュも兼ねて、
 　　フラワーエッセンスの基本に触れてみたいと想います。

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

 　　フラワーエッセンスの講座でのお話です。

 　　フラワーエッセンスの講座を進めて行く過程として

 　　フラワーエッセンス・スプレーによるマインドへの働きかけの実体験や、
 　　心と体の結びつきと、思考が与えるインパクト、
 　　バイオリズムやバイオサイクル、
 　　色彩がマインドに与える影響
 　　内面にある高い視点から、問題を見下ろす方法などのレッスンを行います。

 　　そうすると、フラワーエッセンスのみならず
 　　自分自身や、
 　　親やパートナーとの関わり、
 　　自然や、全体の一部としてのじぶん、
 　　そして、それらの繋がりや係わり合い、人生というものを
 　　より深く理解し、じぶんらしさを発見し、再構築すると同時に
 　　本当の意味でのじぶんの人生を歩き始め
 　　そのサポートとして、
 　　フラワーエッセンスのエネルギーを
 　　鏡として使うことができるようになります。

 　　そのプロセス、プロセスで、
 　　生徒さんたちは、フラワーエッセンス
 　　（っというかフラワーエッセンスの世界観とでもいいましょうか・・・・）
 　　の奥深さに触れ、

 　　”お試し”で、「基礎講座」を受講された方も、
 　　「面白い！もっと知りたい！」っとおっしゃって、

 　　「アキュトリートメント」や
 　　「花カード診断」、「百会診断」の講義へと、学びを深めて行かれます。

 　　そこで、あえて、Back to Basic.(笑）

 　　もう一度、フラワーエッセンスの基本について
 　　リマインドしてみたいと想います。

-----------------------------------------------------------
 　　フラワーエッセンスの基本。2つの大切な要素。
------------------------------------------------------------

 　　「フラワーエッセンスで大切なことは何ですか？」っという問いに対して、

 　　私は、シンプルに、2つの要素を挙げたいと想います。

 　　それは、フラワーエッセンスを
 　　「正しく使うための知識を得ること」と
 　　「実際に使用すること」の2点です。（シンプルでしょ？笑）

http://flowerremedy.jp/


 　　「使うこと」が、「船を漕ぐこと」とすれば、
 　　「知識を得ること」は、海図を読み解き、船の操縦方法を知ることに
 　　　あたります。

 　　逆に、この２つの手段を得ると、今現在どこに居ようとも、
 　　どんな目的地であっても、ディスティネーションに向かって
 　　進んでいくことができるようになります。

 　　フラワーエッセンスの良いところのひとつは、
 　　例え、自分とは関係のないエッセンスを使ったとしても
 　　その場合は、全く関与しない（何も変わらない）というところですので、
 　　臆せずにどんどん使ってみてください。

 　　また、余裕がありましたら、是非、少しずつでも
 　　効果的な「選び方や使い方」の知識を増やして行ってくださいねッ♪

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　　　　　基礎の基礎から、百会診断まで・・
 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★
 　┏━┫　＝　7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
 　┃　　　　　　　　　 日程調整中→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
 　┃　　　　　　　　　　　7月7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・・
 ・
 　┃
 　┃
 　┃　内服法マスター講座(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop03.htm
 　┃　　　　　 7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
 　┃　　　　　　　　　　　　日程調整中→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？　│

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

 　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講座カリキュラムです。

 　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。

 　みなさまにお会いできますことを楽しみにしています♪♪

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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ━━      　新サービス　　 ほぼ毎日届くお花からのメッセージ   　━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　　　『フラワーエッセンス　お花からのメッセージ』発刊のご案内

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

 　　ほぼ毎日届く情報配信サービス。
 　　『フラワーエッセンス　お花からのメッセージ』。

 　　もう、お読みいただいていますでしょうか？

 　　おかげさまで、現在、土日を除く、毎日配信を行っています。

 　　1日1種類のお花のメッセージをピックアップして
 　　よりわかりやすく、コンパクトにまとめて配信していますので

 　　今日一日を振り返りながら、
 　　インスピレーションとともに、
 　　お花のメッセージを、受け取っていただいたり

 　　フラワーエッセンスのお花を身近に感じていただき、
 　　特性を覚えて頂く学習としても最適です。

 　　フラワーエッセンス講座の受講生のかたも
 　　ぜひ、ご自身のキープアップ、
 　　ブラッシュアップのためにご活用ください♪



 　　インスピレーションと元気を与えてくれる
 　　直感的なお花のメッセージをほぼ毎日、
 　　無料でお届けするメールマガジンサービス。

------------------------------------------------------------
 　　ブログメールマガジン『フラワーエッセンス　お花からのメッセージ』

 　　▼サンプルは、ホームページトップでご覧いただけます。
 　　http://www.FlowerRemedy.com

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

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

 　　ブルームーンの日を境にして

 　　向こう側とこちら側を
 　　見比べてみると

 　　ひとつ確実に違うことがあります。

 　　何って、
 　　それは、じぶんの意思の強さです。

 　　あっちじゃなくって、こっち！っていう意思の強さ。(笑）

 　　”ココを境に、もっと変化するぞぉー♪”（笑）
 　　ってアンカーを打ちました。コンコンっ。(笑）

 　　きっかけやタイミングはイロイロとありますが、
 　　そのタイミングに乗るのか、乗らないのか。(笑）

 　　それが大切なんだと想います。

 　　きっかけですから。(笑）

 　　バンジージャンプを体験するには
 　　飛ぶってことが必要で。

 　　飛ぶタイミングをきめるのは、
 　　誰でもないじぶんなんですよねー。

 　　
 　　17：01高尾のオフィスにて。

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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
----------------------------------------------------------------------
 　このメールマガジンはインターネットの本屋さん「まぐまぐ」
 　を利用して発行しています。
 　購読の解除はお手数ですが下記ＨＰにてお願い致します。
 　まぐまぐマガジン     http://www.mag2.com      ID=0000108972 
────────────────────────────────────
 　発行者：そふとしぇる / FlowerRemedy.com (http://www.FlowerRemedy.com )
────────────────────────────────────
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