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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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ 読み物パート１：成幸開運☆フラワーエッセンス2008年活用法
 　├→ 2月開催講座のお知らせ（東京地区）
 　├→ メルマガ読者限定　お年玉ポイント番号（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認定ファシリテーター、セラピストのさだまさです。

 　　2008年がスタートして、約2週間が経過しました。

 　　生活にも、落ち着きが戻ってきた頃ではないでしょうか？

 　　ここでひとつ、提案です。

 　　この週末に、5分間だけ時間をとって、
 　　この2週間を振り返ってみてください。

 　　あなたのココ2週間の行動の軌道は、
 　　あなたの今年の抱負と同一線上に乗っていますか？

 　　・・・・コノ続きは、本編で☆

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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。

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

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　☆成幸成就☆フラワーエッセンス2008年活用法  ☆　┣━┓
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛　　　　　　成幸の軌道に乗る方法　　　　　　　┗━━┛
 　　

http://flowerremedy.com/


 　　2008年がスタートして、約2週間が経過しましたが、
 　　みなさん、どのように、お過ごしになりましたか？

 　　『2008年を成幸成就の年にしたい方』は

 　　　今、ココで　数分間を使い
 　　『この2週間を振り返って』みてください。

 　　今年の抱負や、ビジョン、イメージと、
 　　元日からの実際の行動の軌跡は、同一線上にありますか？
 　　　　　　　　　　　　　　　　　～～～～～～～～～～

 　　このタイミングで、一度、
 　　自己確認、自己認識することが、実は、とても大切です。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　～～～～～～～～～～

 　　この１アクションが、後で大きく効いてくるのです。

 　　既にズレが生じている（感じている）場合は、
 　　ここで軌道修正をしていきましょう。

 　　出発当初のズレをそのままにしておくと
 　　時間経過と共に、ギャップがより開いていく傾向にあります。
 　　

 　　これは、分度器の角度をとることと一緒です。

 　　手元の少々の角度の違いが
 　　数キロ先では、大幅なひらきになっていきます。

 　　┌──────────────────────────┐
 　　│　　ズレが生じている場合も安心して。　　　　　　　  │
 　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  │
 　　│　　新年のスタートにオススメの成幸開運　　　　　　  │
 　　│　　フラワーエッセンスワークをご紹介致しましょう。  │
 　　└──────────────────────────┘ 

 　　以降は、『既に、ズレが生じている方』　　　　　　　
 　　─────────────────
 　　『ズレは生じていないけれど、進展もしていない方』だけ
 　　──────────────────────────
 　　お読みください。　　　　　　　　　　　　　　　　
 　　───────

 　　ズレが生じている方、
 　　ズレは生じていないけれど、進展していない方には、
 　　みなさんに、それぞれ、理由があると想います。

 　　その理由を、幾つか挙げてみてください。

 　　理由が挙がったら、それを外的な要因とせず、
 　　そのことに対して、ご自分は、ナニができただろうか
 　　について考えてみてください。

 　　では、何故、そうできなかったのでしょうか？

 　　そして、どうすれば、それができるようになるでしょうか？
 　　　　　　　　　　　　～～～～～～～～～～～～～～～

 　　・・・はい！
 　　この状態のまま、▼花カード診断を行います。
 　　　　　　　　http://flowerremedy.jp/?mode=f1

 　　その思いを維持したままで、カードを選んでみてください。

 　　最大6～7種類までです。選べましたか？

http://flowerremedy.jp/?mode=f1


 　　そうすると、その引っかかりや、パターンを変化させるための
 　　サポートエッセンスを知ることができます。

 　　そのお花のメッセージを読んでみてください。

 　　ソコに、答えがみつかるはずです。

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 　　マインドエネルギーと集中力を強くさせ持続させる
 　　オススメのエッセンス

 　　→『ピンクトランペットフラワー』
 　　http://flowerremedy.jp/?pid=4050650

 　　優先事項への集中と高い視点を持つ手助けに
 　　
 　　→『リーフレスオーキッド』
 　　http://flowerremedy.jp/?pid=4050981

 　　バランスオブマインドでのオススメ
 　　→『集中と瞑想』
 　　http://flowerremedy.jp/?pid=4048841

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　　　　　新カリキュラムで、基礎の基礎から、百会診断まで・・
 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★
 　┏━┫　＝　　2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♪♪と　好評です。
 　　　　　　　　　　─────────────

 　　新年明けの1月4日～6日までの3日間。

 　　自己啓発と癒しの実践講座。フラワーエッセンス　レベル1
 　　イントロダクションコースが開催されました。

 　　受講者の方々も、
 　　神戸、奈良、名古屋、群馬、神奈川など、全国からご参加頂き、
 　　活気溢れた実習となりました。

 　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┃　講座修了後のアンケート結果：　　　　　　　　┃
 　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　　┃　よくわかった　　　　　　　　　　→100％　　 ┃
 　　┃　楽しかった　　　　　　　　　　　→100％　　 ┃
 　　┃　充実した内容だった　　　　　　　→80％　　　┃
 　　┃　もっと勉強してみたい　　　　　　→80％　　　┃
 　　┃　他（プロ）の講座にも参加したい　→60％　　　┃
 　　┃                                              ┃
 　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　フラワーエッセンス講座　レベル１　イントロダクションコースは、
 　　最短3日間で、

 　　『フラワーエッセンスの基礎』



 　　『製品知識と選び方、効果的な使い方』
 　　『外用法。耳ツボトリートメント（ストレス、痛み、エネルギーケア他）』
 　　『内服法。花カード診断・調合・滴数査定の仕方、効果的な飲み方』等、

 　　準プロ級の講座内容を、体系だってマスターすることができるコースですが、

 　　100％の受講者から、『よくわかった』『楽しかった』と
 　　　　　　　　　　　　～～～～～～～　～～～～～～
 　　ご評価を頂いています。

 　　その理由は・・・・

 　　▼こちらでご覧頂けます。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　┏━━━目的に応じて、2コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┓
 　┃
 　┃　[イントロダクションコース3回]　　受付中
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　
 　┃　　　　　　　2月9日、10日、11日→フラワーエッセンス療法を、体験エクササイズ
 を通じて
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　やさしく理解しながら、実践。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　自分を癒しながら、フラワーエッセンスの
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　ヒーリングメソッドをトータルに身に付ける
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　人気のイントロダクションコースです。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　上級講座のベースとなるメソッドを
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　総合的にマスターします。
 　┃　
 　┃　[アドバンス]　　　　　　　　　　受付中
 　┃　
 　┃　プロフェッショナルスキルコース(8回＋試験）
 　┃　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃　
 　┃　　　　　　　　　　日程はＷＥＢで→プロフェッショナルとしての資質とスキルを
 身に付ける。
 　┃　                                  フラワーエッセンス療法、フラワーレメディ
 の
 　┃　                                  プロの知識とテクニック。
 　┃　                                  セラピーの実践対応力、応用力、成長力のた
 めの
 　┃　                                  育成プログラム。
 　┃　
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　修了試験に合格後は、コース修了証が発行さ
 れ
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンスのプロとして必要な
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　資材・製品供給サポートをお受け頂くことが

 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　できます。
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┛

 　>>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。

 　体験重視の少人数制なので、

http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm


 　フラワーエッセンスの体験、体感、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
 　気軽に・楽しく・ワカルまで・・サポート。

 　
 　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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

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

 　　　　　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♪

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 赤ちゃんも、お子さんも、ペットも、大人も喜ぶ♪

 　　──────────
 　　新入荷　オススメ製品
 　　──────────

 　　　∧　∧　
 　　(=・ェ・=)　　
 　┌─Ｕ─Ｕ─┐　  Hot Wheat
 　│　新製品　│　『ホットウィート』
 　└─────┘（国産有機大麦100％使用の温熱ホットパック）

 　　知ってください・・・

 　　今までにない優しい温感とヴァイブレーションを。

 　　感じてください・・・

 　　天然の温かさと優しさを。（笑）

 　　電子レンジで3分間温めるだけで。

 　　じんわ～りと、温かくて、とってもとっても

 　　きもちいぃ♪（≧∀≦）ノ

 　　スキンラスタークリームを塗ってから使うと
 　　『最高に　極上』です。

 ☆.。.:*★　使用感はこんな感じです。体験レポート　★.。.:*・☆

 　　昨夜も、
 　　ホットウィートを、電子レンジに入れて歯磨き。

 　　3分間歯磨きの間に、チンッして温たまったホットウィートを
 　　抱えて、ベッドへ。

 　　そのままお腹のうえと、目にアイパック。

 　　あー。きもちいいね～。いいね～。きもちいいね～。

 　　連続３回。言いました。(笑）

http://flowerremedy.jp/


 　　今日、早速、お母さんにも送ろう。

 　　みんなに教えてあげたいな～

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008/1/12 のさだまさの行動より

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

 　　　ホットウィート（国産有機大麦100％使用の温熱ホットパック）

 　　　Ｌサイズ：　http://flowerremedy.jp/?pid=6281668
 　　　Ｓサイズ：　http://flowerremedy.jp/?pid=6281843

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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 メルマガ読者限定。お年玉ポイントクーポン番号を、コッソリ教えます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　▼お年玉ポイントクーポン番号（英数半角17文字）

 　hisohiso2008

 【　使い方　】

 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://flowerremedy.jp/

 で、お買い物頂く際に、ご注文画面で、
 『ユーザー登録をする』を選び、クーポン番号を入力してください。

 【　お年玉の内容ッ　】

 1回のご注文で

 10,250円（税込）以上の製品をご購入頂いた方には
 通常のハッピーポイントに加え、500ポイントをサービス☆

 10,250円（税込）未満の製品をご購入頂いた方には
 ポイントを、通常の2倍サービス致します☆

 ご利用期限：1月31日23：59分ご注文分まで。

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

 　　■■■　■■■　　　お買い物で貰える　ハッピーポイントとは？
 　■□□■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■□■■■■■■■■■　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　　◆●◆
 　　　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 >　　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

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


   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 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5倍サービスで、
 　　　┗━━━━━━━━◆　　　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
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ☆お友達にご紹介頂きました方には

 お友達がショップをご利用頂く際に、
 ご紹介者様欄にフルネームを明記して頂くだけで、
 お友達、ご紹介者様、それぞれに、
 もれなく500ポイントをプレセントさせて頂きます。

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

 　　　　　　　　　　　Mixi（ミクシー）に、居ます。
┌─────┐
 │編集後記  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　2008年のスタートは、2007年12月にスタートしてた・・・

 　そんな感じの年末年始でした。

 　講座の新たな教材や資料を
 　ポコポコポロンポロンと生みだしました。

 　1月3日には、講座の受け入れ準備をチェックしていました。（平和です。）

 　・・・そして、講座へと大気圏突入です。（笑）

 　生徒さんは、イントロダクションコース最終日に、
 　ご自分のテーマにぴったりの
 　フラワーエッセンスを自己診断し、調合し、
 　製作したエッセンスをお持ち帰り頂き、

 　講座修了後も、約1ヶ月かけて
 　内服ボトルの体験、体感を記録して頂くのですが

 　その体験を生徒さん同士でシェアして深めて頂こうと
 　ミクシーにコミュを創りました。（おととい）

 　現在の参加者は、4名です。（笑）

 　ちゃぶ台を囲む感じです。（笑）

 　講座を受講した方であれば、どなたでもコミュに
 　ご参加頂けますので

http://flowerremedy.jp/


 　どうぞ、交流の場として、ドリンクバーのある
 　ファミレス代わりに、ご利用ください。（笑）

 コミュ　→　http://mixi.jp/view_community.pl?id=2958623

 　また、講座に関わりなく
 　フラワーエッセンス仲間であれば、マイミクさん大歓迎ですので、
 　よろミク♪

 　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

 　ミクシーを始めたい方は、こちらよりご連絡ください。
→http://flowerremedy.com/information/qform.htm

 　2008年の私の抱負・・・・

 　今年は！
 　ボーダーレス　でーす☆（笑）

 　みなさん、よろミク♪

 　では、次回まで。アディオス♪

 　　17：00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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