
 コラム。フラワーエッセンスは、バレーボールチーム？
 ★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 盛夏号
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 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　8月～9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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→  オリジナルコラム：フラワーエッセンスは、バレーボールチーム？
 　├→  7月開催講座のお知らせ（東京地区）
 　├→  元気に夏を楽しもう！夏のお勧めエッセンス（ショップからのお知らせ）
 　├→  姉妹ブログメールマガジン「お花からのメッセージ」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。

 　　オフィスのあるココ高尾は、梅雨も明け、

 　　きっもちいい青空が続いています☆

 　　正面にある小学校では、夏休みのプールが始まり
 　　プールの水面もキラキラ度を増しています。

 　　今年の夏の抱負は、

 　　「子供の頃に感じた夏を、いつまでも楽しめるおとな♪」で
 　　行きたいと想います。(笑）

 　　”子供の頃のそんな夏”のヴァイブレーションとワクワクを
 　　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！

http://flowerremedy.com/
http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm
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 セラピストのオリジナル・カキオロシ・コラム

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　 ☆　フラワーエッセンスはバレーボルチーム？  ☆ ┣━┓
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛　　　　グループワークの妙と醍醐味　　　　　　┗━━┛
 　　

 　　　フラワーエッセンスの講座では、
 　　　様々な楽しいことが起こります。

 　　　そのひとつが、
 　　　毎回毎回、その回毎に、参加されるメンバー同士の出会いの妙。(笑）

 　　　講師の立場で、眺めていると、それが如実に観えて、本当に楽しい♪
 　　　そして、嬉しい♪♪

 　　　「フラワーエッセンスのお勉強」だけじゃないんですね～。
 　　　っという生徒さん達のキラキラした笑顔がとっても印象的です。

 　　　出会いの妙といいましょうか
 　　　セッティングの妙といいましょうか・・。

 　　　世の中って、本当によくできているもんだなぁ～っと
 　　　つくずく感心しますし、とっても温かい気持ちになります。

 　　　そして、そのグループワークの妙は、生徒さん達だけでなく
 　　　フラワーエッセンスも同じなんです。(笑）

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

 　　　～フラワーエッセンスは、バレーボールチーム？～

 　　　内服の講座でのお話です。

 　　　花カード診断をした後、その診断内容に従って、
 　　　実際に、マイボトルを調合し、製作していきます・・・。

 　　　ここで、みなさんに問題。

------------------------------------------------------------
 　Ｑ：何故、ストックボトルの調合は、最大で6～7本程度までの
 　　エッセンスが、推奨されているのでしょうか？

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

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

 　　　花カード診断で選定されたフラワーエッセンスの中には、
 　　　実は、大きく分けて2つのタイプと役割があります。

 　　　ひとつは、コア・エッセンスと呼ばれるエッセンス。
 　　　もう一方は、サポート・エッセンスと呼ばれるエッセンス達で

 　　　コア・エッセンスは、そのテーマや問題の核心に対して、
 　　　直接的な意味を持ち、直接的に働きかけるエッセンス群で、←コアです。

 　　　サポート・エッセンスは、その核心や本質に、
 　　　コア・エッセンスがアプローチを行うための前段階として、
 　　　必要なサポートやエネルギーを供給する役割をします。←サポートです。

 　　　それらのエッセンスが、与えられたテーマに向かって、複合的に
 　　　ひとつのチームとして働きかけを行っていきます。



 　　　そして、その連携プレーっぷりは、まさに、
 　　　バレーボールのチームの

 　　　アタッカー（←コア）と、
 　　　レシーバー（←サポート）のような関係です。(笑）

 　　　サーブをするもの
 　　　ブロックをするもの
 　　　レシーブするもの
 　　　トスするもの・・・・

 　　　そして、アタックがバシっと決まるッ☆(笑）

 　　　メンバーそのもの+チームワークがとっても重要な意味を持っています。

 　　　また、活動を遂行するメンバー数は、
 　　　多すぎず、少なすぎず、
 　　　”ちょうどぴったり”が、実に大切でもあります。

 　　　（小学校などで、班をつくって
 　　　　グループワークするときの人数も、
 　　　　大体6～7人までの組み合わせですよね。（笑））

 　　　ソノ ”ちょうどぴったり” が実現できると、
 　　　目にも鮮やかな、
 　　　ミラクルマジック・アタック！（笑）が飛び出します。(笑）

 >　　　”おぉ～っ！” という驚きと共に。(笑）

 　　　そして、あなた自身も、
 　　　他のメンバー（フラワーエッセンス）と共に、
 　　　ひとつのチームとしてワークする。

 　　　1つ1つの個性が織り成す
 　　　グループワークの妙と醍醐味。

 　　　フラワーエッセンスの調合も、私たちも
 　　　掛け算することで、
 　　　更なる奥深さが惹きだされるものなのですね♪(笑）

 　　　みなさんも、どうぞ楽しんで、
 　　　ストックボトルの調合の妙を、体験してください♪

 　　　そして、コレからも、一緒にワークしていきましょう！！

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　　　　　基礎の基礎から、プロを目指すひとまで・・
 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★
 　┏━┫　＝　8～9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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┓
 　┃
 　┃　セルフ・ヒーリングのためのフラワーエッセンス講座
 　┃



 　┃　[エントリー]
 　┃　フラワーエッセンス基礎講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop0
1.htm
 　┃　　　　　　　　　 8月18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・・・　
 　┃　
 　┃　[ベーシック]
 　┃　外用実践講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop02.htm
 　┃　　　　　　　　　　8月25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
 　┃　　　　　　　9月8日(土）9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・・・
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　┃　[上級スキル]
 　┃
 　┃　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、
 　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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　◆◆◆
 　◆◆◇◆◆　　
 　　◆◆◆　　　元気に夏を楽しもう♪夏のお勧めエッセンス
 　　＼∥／　　　

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　　～デトックス＆リフレッシュで、エネルギーをレストアしよう！～

 　　　　　暑い夏。汗を沢山かきますが、
 　　　　　シャワーだけだと、だるかったり、疲れが抜けない。

 　　　　　そんな時、リフレクソロジーエッセンスでの
 　　　　　半身浴や、全身浴がおすすめです。

 　　　　　入浴する際に使用すると、
 　　　　　フラワーエッセンスの作用を
 　　　　　体から、そして、呼気の両面から取り込むことで
 　　　　　心身のデトックスやリフレッシュに最適です☆

 　　　　　フラワーテラピー効果のスッキリ、さっぱり感を
 　　　　　是非、お試しください。

 　　　　　手軽にご使用頂けますので、
 　　　　　赤ちゃんや、お年寄りの方がいるご家庭への贈り物にも喜ばれます♪

 　　　▼だるさを解放し、心身共に、リフレッシュ→リフレクソロジーＢタイプ
 　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4049456

 　　　▼寝苦しい時期でも、リラックスと快眠を→リフレクソロジーＡタイプ
 　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4049450

 >>　　飲むタイプのエッセンスと併用すると、さらにGoodミ☆<<

 　　　▼バランスオブマインド　エネルギー
 　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4048815

 　　　▼バランスオブマインド　リラックス
 　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4039018

 　　フラワーエッセンスのお求めは、
 　　しあわせをデリバリー☆FlowerRemedy.jp 　フラワーエッセンスショップ

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

 　　　　　みなさまの益々のハッピーに♪

 　　　　　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　では

 　　　　　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、プレゼントしています。

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

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


 　　■■■　■■■　　　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。

 　　　　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
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ━━      　　 ほぼ毎日届くお花からのメッセージ   　　━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　　　姉妹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』ご登録のご案内

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

 　　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、
 　　解説もよりわかりやすく、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、

http://flowerremedy.jp/?mode=f9
http://flowerremedy.jp/


 　　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

 　　ご登録は、フラワーレメディ.com のホームページ
 　　または、まぐまぐにて、どうぞ♪

 　　▼まぐまぐのブログページ
 　　http://blog.mag2.com/m/log/0000236024/

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

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

 　　先週末は、
 　　2日間連続の内服講座でした♪

 　　今回も、
 　　とっても素敵な生徒さん達と

 　　楽しい時間と知識を共有し、
 　　出会い、知り合うことができましたッ☆

 　　共通の話題や、興味で、話が脱線することもしばしばですが、
 　　それらの本質を観ていくと、
 　　
 　　フラワーエッセンスも、ソレも、
 　　ココソコで、共通しているよね！って発見が数多くあります。
 　　

 　　事象の表面の背景にある
 　　物事の本質を読み解いていくと、

 　　思考と目線が、どんどんシンプルになっていき、
 　　枝葉ではなく、大切なポイントに
 　　気が付くことができるようになっていきます。

 　　”支流を辿って行くと、本流にたどり着く”
 　　そんな感じです☆

 　　今回の生徒さんたちも、その先を目指している
 　　向上心のある方ばかり♪

 　　＜あー　楽しかった♪(笑）

 　　まだ、直接お会いしたことの無いみなさんとも
 　　どこかでお会いできることを
 　　とっても、楽しみにしていますッ♪♪（≧∀≦）ノ

 　　
 　　15：15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
----------------------------------------------------------------------
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