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==========================================================================
 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　フラワーエッセンス講座　レベル１　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　『平日　特別コース　』受付中です♪　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
 　　[対象講座]　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

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

 　あなたのココロがぴたっとわかる　無料花カード診断
 　あなたをサポートをするエッセンスをセルフチェックのページ
 　http://flowerremedy.jp/?mode=f1　http://flowerremedy.jp/?mode=f1

 　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　
 　http://www.flowerremedy.jp

 　本格セラピーなら。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
 　http://flowerremedy.com/therapy/therapyroom.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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ フラワーエッセンスコラム：めるまが紙上で受講できるオープンセミナー
 　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☆願いを叶えるセッション5☆
 　├→ みんなのフラワーエッセンス体験記
 　├→  3月～4月講座　平日特別講座のご案内
 　├→ 『アフタースクール　クラブ』
 　├→  セラピストの季節オススメ製品
 　└→  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。

http://flowerremedy.com/
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.jp/?mode=f1
http://flowerremedy.jp/
http://flowerremedy.com/therapy/index.html


 　　今年は、うるう年ですね。

 　　みなさんは

 　　４年に１回、１日だけの
 　　『おまけ日』をどう過ごしますか？

 　　せっかくのセッティングなので
 　　みなさんもちょっと意識されるとよいと想います。

 　　私は、今年の2月29日のこの日を
 　　『セッティング日』と定義してみました。（笑）

 　　夜には、フラワーエッセンス講座の受講生さんで
 　　現在、神田でサロンを運営している
 　　おともだちも来訪予定。

 　　きっと、印象に残る一日になるんじゃないかな～っと
 　　今から、楽しみにしています。

 　　また、特別といえば
 　　3月に平日特別講座があります。

 　　平日の講座開催は
 　　過去、1年に1度あるかの
 　　それこそ『特別なセッティング』なので
 　　こちらも、とっても楽しみです。

 　　内容は、本文でご紹介しますねっ☆

 　　それでは
 　　めるまが紙上で受講する
 　　フラワーエッセンス・エクササイズ・オープンセミナー

 　　願いを叶えるイメージワークと瞑想法【その5】
 　　スタートですッ

 　　続きは本編で・・・
 　　お楽しみください♪

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

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

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　　　願いを叶える　めるまが紙上オープンセミナー　┣━┓
 　　┃♪┃　　　　　　　イメージワークと瞑想法　　　　　　　┃♪┃
 　　┃  ┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛  ┃
 　　┗━━┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━┛
 　　

 　　　　めるまが紙上で受講する
 　　　　フラワーエッセンス・エクササイズ・オープンセミナー

 　　　　　　願いを叶えるイメージワークと瞑想法【5/5】
------------------------------------------------------------

 　　　みなさん。こんにちは。

 　　　願いを叶えるイメージワークと瞑想法
       イメージング編の続きです。

 　　　▼前回号を未読の方は、先に、こちらをご覧くださいね。
 　　　http://archive.mag2.com/0000108972/20080131124010000.html



 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 　　【イメージング編　続き】

 　　　　・・・ボトルを右手で握った後に、マインドの変化を感じたら
 　　　　そのエッセンスを内服していくとよいでしょう。

 　　　　毎日、内服することによって、その時のマインドの変化が
 　　　　徐々に定着していき、じぶんのものとなってきます。

 　　　　古いパターンを手放し、新しいパターンを獲得していきます。

 　　　　内服する場合は、調合ボトル創って、毎日1本飲みきるまで続けます。

 　　　　（調合方法は、エッセンスに付属する資料に従って、製作してください。）
 　　　　
 　　　　毎回、内服を行う際に、イメージングやアファメーションを併せて行うと
 　　　　楽しいですよね。

 　　　　イメージングやアファメーションは、ニコニコしながら
 　　　　リラックスして行ってくださいね。

 　　　（笑顔を創りながら、ネガティブな事を考えるのって難しいのです。笑）

 　　　そして・・

 　　　▼リラックス編
 　　　http://archive.mag2.com/0000108972/20080126171158000.html

 　　　▼イメージング導入
 　　　http://archive.mag2.com/0000108972/20080129160428000.html

 　　　▼フラワーエッセンスを利用した深層心理でのイメージング瞑想
 　　　http://archive.mag2.com/0000108972/20080131124010000.html
 　　　

 　　　の一連のプロセスを、創った調合ボトル1本が無くなる位の期間
 　　　毎日、楽しみながら、続けてみてください。
 　　　

 　　　たくさんの気付きや、インスピレーション、場合によっては
 　　　思いがけなかったような深遠なテーマを発見できるかもしれませんよ☆

 　　　願いが叶ったり、気付きが起こったら、ぜひ、体験談もお聞かせくださいね。
 　　　たくさんのご報告を楽しみに待っています♪

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

 ┌──┐。∵
 │＼／│　　☆みんなのフラワーエッセンス体験記☆　　　　　　　　　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　【セラピーのご感想】

 　メールタイトル：先週の御礼

 　定政様

 　こんにちは。

 　先週、セラピーを受けましたＯＯＯＯＯです。

 　いろいろとお話を聞いてくださり、ありがとうございました。

 　大変感謝しております。

 　その後の経過ですが、
 　信じられないことに、あんなに苦しめられていた
 　肩こりや吐き気が嘘のようになくなりました。

 　初めは半信半疑な部分もありましたが、
 　今では花のパワーを実感しております。

 　本当にありがとうございました。



 　定政さんがおっしゃっていたようにこれからは

 「WANT」で行動できるよう心がけていきたいと思います。

 　本当にありがとうございました。

 　神奈川県・Ａさん（メーカー営業）

 －コメント－

 　横浜から、お越しくださったＡさん。とっても頑張り屋さんです。

 　セラピーで、調合ボトルとダンピエラクリームをお持ち帰り頂いたのですが
 　ご来訪1週間後に、嬉しいご報告をいただきました。

 　フラワーエッセンスは、半信半疑？！（笑）でも
 　ぴったりなものを選んで頂ければ、全く問題ありません♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　【講座に関するご感想】

 　カウンセリングとリンクしているところがたくさんあり、う～ん納得！という
 　感じです。
 　
 　自己実現や問題解決に向けて　自分の中に深い気づきが生まれ、行動変容
 　が起こるまでのプロセスの中に、フラワーエッセンスがすごいサポートになると
 　想います。花カードで選ぶことで　無意識を意識化し　エッセンスを服用
 　することで　行動化に生かすこと、まさにカウンセリング！です。
 　今後の自分の生き方に　とり入れていきたいです。ありがとうございました（はーと）

 　高知県・Ｏさん（公務員）

 －コメント－

 　前回メルマガの編集後記でチラッとご紹介しました
 　高知県から、夜行バスで駆けつけてくれた
 　とってもチャーミングなＯさん。

 　心理カウンセラーのお勉強をされていますが
 　さらに、大学院にも通われるとか。

 　カウンセリング+ワイルドフラワーエッセンス♪
 　とっても素晴らしいですね☆

 　これからも、
 　アフタースクールクラブで、どんどんご質問ください♪

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

 　　　　基礎からプロを目指す方まで

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　☆　　　　　　　参加受付中の講座　　　　　　☆　┣━┓
 　　┃　┃　　　レベル１　イントロダクション コース　3回　　┃  ┃
 　　┃　┃　　　レベル２　プロ　スキル修了資格コース 8回　　┃  ┃
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm ┗━━┛
 　　

 　　サービス業の方、主婦の方も通いやすい平日通学コース

 　　3月は、リクエストにお応えして　週1回の平日特別講座が開催されます。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 　　平日講座は、1年に1回あるか無いかの特別開催ですので
 　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
 　　平日のご都合がよい方は、是非この機会に、ご参加ください♪

┌───┐
 │。――│　　書籍『西オーストラリア花物語』の内容を、日本で学べる。



 │。＝＝│　　バルナオ博士夫妻、直伝の特別レッスンを受けた
 │      │　　認定ファシリテーターが、直接指導にあたる日本唯一の講座。
└───┘

 　　　心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディコース。

 　　　フラワーエッセンスの知識を得ることによる効果効能の特集は
 　　　▼以前のメルマガで、詳しくご紹介しています。
 　　　http://archive.mag2.com/0000108972/20080126171158000.html

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　┏━━━目的に応じて、2コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃
 　┃　[イントロダクションコース3回]
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　今年初の平日コース
 　┃　　　　　　3月12日、19日、26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。
 　┃　
 　┃　　フラワーエッセンスの基礎、製品知識、耳ツボトリートメント
 　┃　　内服診断、調合の理論知識を学び実践すると共に
 　┃　　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製品を
 　┃　　心身の健康維持に役立て、様々なシーンに対応できる能力を身に付ける
 　┃　　ことができます。　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]
 　┃　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。
 　┃　
 　┃　
 　┃　　フラワーエッセンスの基礎、製品知識、耳ツボトリートメント
 　┃　　内服診断、調合の理論知識をベースとして
 　┃　　プロとして必要な心構えと資質、精度の高い対面診断
 　┃　　百会診断の方法、カスタム製品の作り方の他、
 　┃　　今まで誰も教えてくれなかった効果的なセラピーの進め方と
 　┃　　実際の現場で必要となる対応力、応用力を培う方法
 　┃　　セラピーでそのまま使える資料一式を公開。 
 　┃　　プロの現場で培ったノウハウを余すところ無くお伝えします。
 　┃　
 　┃　　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るようになります。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　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獲得する　　　　　　　　　　　│

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

 　　フラワーエッセンスの体験を通じて、知識を深めながら、
 　　今後の人生の中で「永続的に使える」実用的なテクニックを

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


 　　マスターすることを目的とした講座カリキュラムです。

 　　どの講座も体験と実践を通じ、じぶんの変化を感じながら、
 　　スキルを身に付けていく、アットホームな少人数制のコースです。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　　　前回のアンケートの結果
 　　　100％の受講者から、『充実した内容だった』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/workshop.htm

 　　定員数に達し次第、受付終了とさせて頂きます。
 　　残席少々ですが、未だ間にあいます。

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

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

 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　講座修了後も楽しく学びを深められる　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　┃
 ┃　　　　『アフタースクール　クラブ　』も始動しています♪　　┃
 ┃　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
 　　[対象講座]　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　　講座では、調合マイボトルを製作し
 　　　その後1ヶ月間、調合ボトルを実際に使用しながら
 　　　内面の変化を記録して、学習を深めていく方法や

 　　　受講後に、知識やテクニックを定着させるための
 　　　アドバイス、

 　　　また、その体験を、参加者でシェアしながら
 　　　他の方の体験からも学ぶシステムを
 　　　ご提供させて頂いていますが

 　　　お勉強を、さらに深め続けて頂くために

 　　　講座修了後もみんなが参加できる
 　　　『アフタースクール　クラブ』という
 　　　フォローアップ　プログラムが始動しました。

 　　　フラワーエッセンスのお勉強と活動サポートのための
 　　　クラブ活動や、COOP（共同組合）として
 　　　ワイワイご利用頂ける『放課後クラブ』です。

 　　　その内容を一部ご紹介致します♪

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

 　講座の内容を忘れてしまった？

 　大丈夫です！

 　『アフタースクール　クラブ』 が発足しました。

 　1.クラブ会員専用メールアドレスをご用意

 　2.家庭教師？サービス（笑）

http://flowerremedy.com/workshop/index.html
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm


 　講義内容に関するご質問を、パーソナルにご回答。
 　メール（ボイスメール）月2回
 　お電話（スカイプ）1回20分

 　3.セラピーのご優待
 　4.お友達の講座ご優待
 　5.講座再受講優先ご案内
 　6.講座再受講費用のご優待
 　7.新教材のアップデートのご案内
 　8.シークレットサービス1（笑）
 　9.シークレットサービス2（笑）

 　等など。
 　

 　後から、知りたい事、聞きたいことがでてきても、もう大丈夫。

 　認定ファシリテーターから、パーソナルに電話で
 　質問やレッスンを受けられます。

 　『アフタースクール　クラブ』は、
 　サービスが必要な方だけご参加頂けるサークル会員制度で
 　会費も、運営費のみの980円（1029円税込）だけ。

 　参加希望の既受講者の方は、メールでご連絡くださいね。

 （旧マスター講座、現レベル１コース修了者の方専用サービス）

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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　LiFE認定セラピストの
 　フラワーエッセンス　ピックアップ☆

 　　◆◆◆
 　◆◆◇◆◆　これからの季節にイチオシ
 　　◆◆◆　
 　　＼∥／　　　スニィーズイーズ　スプレー

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　みなさん。スニィーズイーズ。もうおなじみですよね。

 　2月頃から、スニィーズイーズで対策をはじめられる
 　常連さんも多いのですが

 　スニィーズイーズは、花粉対策だけではなく
 　光が眩しいこの季節に、とってもオススメなんですよ。

 　カウスリップオーキッドは
 　チカチカ、ギラギラしたものを見て目が疲れる。
 　そんな負担をケアします。

 　春の強い日差しだけでなく
 　ＰＣで目が疲れたと感じるときにも使えるんですよねー。

 　顔を中心に、おでこの辺りをスプレーしてみてください。

 　また、シャイブルーオーキッドが入っているので、
 　スッキリと、リフレッシュしたいときにもオススメです。

 　お部屋にもスプレーして、モゾモゾ感を
 　スッキリ浄化しましょう☆

 　▼スニィーズイーズ　スプレーを詳しくみる
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4049474

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

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

   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 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。

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

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

 　　時はさかのぼりますが、今年の元旦。

 　　実家へ向かう高速道路の入り口で。

 　　信号が青になり、
 　　対向車の流れがフッと切れたので

http://flowerremedy.jp/?mode=f9
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 　　急いで右折し高速に入ったその瞬間ッッッ・・・。

 　　ポキっと、歯のかぶせモノが折れました。（笑）

 　　根っこ以外がほとんど無いグラグラ状態。（笑）

 　　運転中だったので、一瞬カナリ焦りましたが

 　　ポロッととれたら

 　　あら？　軽くて、意外と気持ちいい。（笑）

 　　セラミックの裏にGOLDの素材がついていたので
 　　今まで、結構・・・重かったんですね。（笑）

 　　無くなったら、コレガ意外と快適だったので
 　　このままでもいいかな～っとも想うのですが

 　　周りの歯がズレてきたら困るので
 　　現在、治療中です。

 　　「わ～い♪   コレを機会に、
 　　今度は、もっと、軽い歯ニシテモラウゾー！！（笑）」

 　　・・・っというモットーの元、
 　　転んでも、ナニカ拾ってみたりしていマス。（笑）

 　　昨日、ちょうど治療だったのですが、相談のうえ、
 　　セラミックよりやわらかい
 　　「ハイブリッドセラミック」という素材に
 　　してもらうことにしました。

 　　（前回の治療当時は無かった素材なんでしょうね。進歩って素晴らしい♪）

 　　その後、5年くらい使用していた
 　　プリンターも壊れました。（笑）

 　　しかも、印刷中に突然。（笑）

 　　マストアイテムなので、当日、速攻代替を買いに行きましたよ。

 　　多機能なプリンターになって、
 　　結果、作業効率も断然ＵＰしています。（笑）

 　　このような、一瞬『困ったな』・・・って想うようなことが起こっても

 　　実は、その向こう側に進んでみると

 　　ナンダカ今までよりも、もっともっと素晴らしいことが
 　　待っていることって、多いですよねッ。

 　　だから、心配ありません。

 　　安心して、信頼する。

 　　最近、とみに・・・
 　　あわなくなったものを手放すと
 　　もっと素敵なものが手にはいるよね～。っと実感すること多々。

 　　ほんっとに、ありがたいです。感謝です。

 　　みなさんも
 　　たくさんのハッピーを受けとってくださいね♪

 　　フラワーエッセンスがお役に立てれば嬉しいデス☆



 　　それでは、次回まで

 　　アディオス♪

 　　11：50高尾のオフィスにて。

 　Mixiにも、居ますので
 　みなさん気軽に声をかけてくださいねっ♪

 　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

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

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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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