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==========================================================================
 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　フラワーエッセンス講座　動画配信！　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　レベル1『4月講座』受付中♪　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
 　　[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講座　動画配信！
 　├→  4月講座　受付開始のご案内
 　├→  ショップからのご案内
 　└→  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。

 　　春分を通過し、光が多く差し込む時期となりました。

 　　期待に、ワクワクしてきますね。（笑）

 　　私たちも、『常に、新しいことに挑戦！』っということで

 　　今回号は、メルマガ読者の方にだけ

 　　いち早く、『動画』のアドレスをご案内致します♪

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


 　　続きは、本文でお楽しみくださいっ☆

 　　それではメルマガ・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。

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

 　　フラワーエッセンス講座　イントロダクションコースでは

 　　ストレスケアや、首、肩、腰等の痛みのケア、
 　　エネルギーのケアなどにとても効果的＆即効性のある耳３のツボに

 　　フラワーエッセンスを、塗布してトリートメントを行う
 　　アキュトリートメントの実践講義を行っています。

 　　・・・が、ひとつ問題があるんですよね。（笑）

 　　耳の形や、ツボの位置は、テキストの画像と違って
 　　ひとりひとり、みーんな違う。（笑）

 　　ご自分の耳の形やツボの位置を把握して頂く為に

 　　生徒さん達には、手鏡を持参して頂き、
 　　ご自分の耳を観て頂きながら、実践を行って頂くほか、

 　　後で、確認できるように

 　　ひとりひとりの耳のツボの画像をデジカメ撮影して

 　　後日、生徒さん専用ページから、
 　　個々ダウンロードして頂けるサービスを開始しています。

 　　また併せて、アキュトリートメントの方法や
 　　花カード診断のやり方のリマインドとして

 　　講座風景を撮影した動画も閲覧して頂けるような
 　　サービスを試験的に開始しました。

 　　今日は、メルマガ読者の方だけに、ひとあし早く
 　　講座の動画視聴のアドレスをご案内しますね☆

 　　オーストラリアの雰囲気、講座の雰囲気がお伝えできれば嬉しいです。

 　　http://flowerremedy.com/workshop/FlowerEssenceAcademyJapan.wmv

 　　上記URLをクリックすると
 　　Media Playerか、RealPlayerが立ち上がります。

 　　収録時間は、4分11秒です。

http://flowerremedy.com/
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 　　途中で音楽が流れますので、オフィスでの閲覧の場合は
 　　ボリュームを絞ってご覧くださいね。（笑）

 　　みなさんと、次は、リアルで、お会いできたら嬉しいです♪

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

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

 　　　　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 ┗━━┛
 　　

 　　新しいスタートを応援する4月のフラワーエッセンス講座

 　　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
 　　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

 　　イントロコースを修了すると、プロコースへの道も開けます。

 　　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。

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

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

┌───┐
 │。――│　　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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
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 　┏━━━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
 　┃　　　　　　4月5日、6日、12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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 >　　　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。
 　　　┗━━━━━━━━◆
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 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　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

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

 ☆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  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　　前回のメルマガから1週間。

 　　おかげさまで、その間も
 　　楽しいことが、次々と起こっています。（笑）

 　　新しい視点と行動が、新しい人生を創るんですよねー♪

 　　毎日毎日、楽しいです☆

 　　冒頭でもお伝えしましたが

 　　今年から、講座の様子を画像や、動画に撮影して
 　　生徒さんに、試験的に配布しています。

 　　講座日程が修了しても、余韻を楽しんで頂けたらなー

 　　復習のお役に立てばいいなー

 　　そんなことから、試験的にスタートしてみましたが

 　　私自身が、とっても楽んでいます。

 　　あー。そうだった。こうだった・・・。（笑）

http://flowerremedy.jp/
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 　　昨日、ちょうど、金八先生の第8シリーズが完結していました・・・（笑）

 　　その中で、金八先生が

 　　3年B組の生徒さん、ひとりひとりの自画像を眺めながら
 　　心のホルダーに、ひとりひとりの思い出を
 　　パシャリと納めるシーンが回想されていました・・・。

 　　んー。そんな感じです。（笑）

 　　フラワーエッセンスの講座も
 　　知識やテクニックだけでなく

 　　人生を通じて役に立ち、思い出に残る
 　　いつまでもING系の存在であり続けたいなーっと想います。（笑）

 　　フラワーエッセンスX金八先生・・・。（笑）

 　　そんな異色コラボの講座に参加してみてださいね☆

 　　それでは、次回まで

 　　アディオス♪

 　　13：00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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 バックナンバーメニューに戻るhttp://flowerremedey.com/flowerremedy/mb/mb.html
 前の記事     http://flowerremedey.com/flowerremedy/mb/20080314.pdf


