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 水瓶座フラワーエッセンス新月ワーク
 ＆痩身効果を高める♪マッサージ☆フラワーエッセンス・ジャーナル☆
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 　5分あれば、お読み頂けるご案内です。
                                                         
┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→  痩身効果を高める♪フラワーエッセンス　リラックス足裏マッサージ
 　└→  1月26日は新月です♪水瓶座の新月フラワーエッセンスワーク☆

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　こんにちは♪
 　　フラワーエッセンス　スペシャリストのさだまさです。(o^(ェ)^o)ゞ

 　　今回、はじめてメールマガジンにお申込み頂きましたかたも
 　　ありがとうございます。

 　　1月26日は、今年初めての新月、「水瓶座の新月」を迎えます。
 　　テーマは、ひらめき・解決・予知・啓示・自由・若返り・友情・ケア。

 　　今日は、新月のフラワーエッセンスワークのご紹介と

 　　水瓶座のエネルギーにマッチした
 　　カリスマフラワーエッセンスセラピスト＆ビューティーエステシャン
 　　浅見愛さんとのコラボセミナー

 　　痩身効果を高める♪
 　　フラワーエッセンス☆ワークショップをご紹介させて頂きますねッ

 　　5分もあれば読めますので
 　　どうぞ最後まで、お付き合いください♪(o^(ェ)^o)ゞ

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

 　まず最初に
 　今日は、みなさんに、ワクワクなお知らせがあって
 　その内容をシェアすべくご連絡させて頂きました♪

 　Thank You 企画セミナーのお知らせです♪ 

 　ここ毎日寒い日々が続きますが
 　甘酒飲んだり、お鍋を囲んだりと
 　みなさんは、元気でお過ごしかと想いますが

 　その反面・・・
 　お正月を越えて、運動不足や体重増加など
 　何かと気になることもあるかと想います。(笑）

 　そんな矢先、朗報がはいりました♪o(^-^)o

 　みなさんは
 　神戸の浅見愛さんをご存知ですか？

 　フラワーエッセンス講座で
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　アトピーのケア症例をご紹介させて頂くことがあるので

http://www.FlowerRemedy.com
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 　ご承知の方もいらっしゃるかと想いますが

 　フラワーエッセンスや顔ハリなどの技術をいち早くとりいれ
 　その手技や施術効果が口コミで評判の
 　神戸のカリスマ・ビューティーエステシャンであり
 　フラワーエッセンス・セラピストである
 　浅見愛さんが、東京でフラワーエッセンス・マッサージの
 　ワークショップを行ないます。

 　神戸の元町駅前で長年
 　ビューティークリニックサロンを経営されている傍ら
 　コンサルタントやマッサージ講師などの活動も行なっている
 　新井さんの人気講座の参加費用は
 　通常3万円～となっていますが

 　今回、フラワーエッセンス
 　トライアル・ワークショップとして
 　特別レクチャーを行なって頂ける機会を設けました。

 　当日は、フラワーエッセンスの交流会も行なう予定です。

 　このワークショップは今後シリーズ化を予定していますので
 　みなさんも、ご予定があえばぜひ、初回、第一弾セミナーにお越しください。

 　尚、少人数制（8名前後を予定）の
 　トライアルセミナーですので
 　早期受付終了となりました際にはご容赦ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ビューティーマインド＆ボディセミナー
 フラワーエッセンス マッサージ・セミナーシリーズ ＜第1弾＞

 ■痩身効果を高める♪
 ■フラワーエッセンスリラックス足裏マッサージ

 老廃物を排出し、デトックス。
 活性化を促すので美肌効果ＵＰ↑も。

 講師：浅見愛・定政千恵

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ■参加費用■

 1月31日までの早期割引付
 ワークショップ初回トライアル参加費 8,400円

 （銀行口座前振込時。お振込手数料お振込者様ご負担。）

 ■開催日時■

 2月10日(火）13時～15時

 ■場所■
 ライト＆サウンド リラックス「アルファリート 日本橋」
 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-2-2F　ウォーブルレコード内

 人形町からのアクセス：
http://www.style21.co.jp/nihonbashi/ningyo-cho-access.html

 馬喰横山駅：
http://www.style21.co.jp/nihonbashi/bakuro-yokoyama-access.html

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

 詳しいご案内とお申込みにつきましては
 特別セミナーのページをご用意していますので、ご覧ください。
http://flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
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 　　続いて、地方の方にも、ご好評頂いている
 　　イントロダクションコースの日程が
 　　3月の連休に決まりましたので、お知らせ致します。

 　　こちらの講座は、フラワーエッセンス全般について
 　　集中して、しっかり身につけたい方や
 　　プロへの道をお考えの方にお勧めしています。

 　　親子関係、恋愛関係、職場関係、自己実現、スキルアップ、健康・・・など
 　　人生の様々なテーマについて
 　　あなたを癒し、様々な問題解決を手助けする
 　　一生涯使えるノウハウを身に付けて頂けます。

 　　生徒さんのフラワーエッセンス体験談
 　　講座のご感想はこちらでご覧頂けます。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/index.html

 　　イントロダクションコースは短期集中で3日間の設定ですが
 　　内容は、準プロフェッショナル級の内容になっていますので
 　　将来、プロを目指したい方には、必修の内容となっています。

 　　▼興味がある方は、是非、続きをお読みください。

 　　心と体と人生を3日間でプラスに変えるフラワーレメディコース。

 　　[イントロダクションコース3回]　準プロ級コース　レベル度★★★
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　　
 　　2009年3月20日、21日、22日　3日間集中コース

--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆-------
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　　来週の月曜日は、いよいよ今年最初の水瓶座の新月ですねッ♪
 　　
 　　新月のフラワーエッセンス・ワークのご紹介です。

 　◆なぜ新月にワークするの？◆

 　私たちのバイオリズムは
 　天体のバイオリズムと連動しています。

 　その中でも、地球に最も近い天体である月のリズムは
 　潮の満ち欠けや、女性の月経周期などに
 　影響を与えていると言われています。

 　その中でも、新月の時は
 　あらゆる作物が良く育つといわれ
 　また、どんなことでも
 　新月の日に新しい事をスタートすると
 　通常より早いペースで成長すると言われています。

 　1月26日は、新月です。

 　新月のサイクルに併せて
 　フラワーエッセンスのセッションをはじめてみませんか？

 ■今月の新月は、水瓶座に位置する新月です☆

 1月26日（月）PM 4時56分～

 8時間以内のスタートがベストです。
 （なるべく48時間以内には、スタートしたいですね。）

 ■水瓶座のアスペクトと関連する願いごとのキーワード

 　ユニークな解決方法、革新的アイディア
 　ひらめき、予知、人道的姿勢、啓示、自由
 　若返り、ユーモア、客観性、友情、温かみ、ケア
 　・・・など。
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 ■主な願い事のカテゴリー

 　・「発明」革新的なエネルギーを刺激するための願い事
 　・「未来」明るい未来をもたらすための願い事
 　・「人道的姿勢」人道主義を呼び起こすための願い事
 　・「啓示」胸がときめく体験を引き起こすための願い事
 　・「大局」大局をみる目を持つための願い事
 　・「友情」友情を育てるための願い事
 　・「ケア」他人への関心を高めるための願い事

 ■関連のある身体の部分・症状
 　足・ふくらはぎ/血液循環/痙攣・発作
 　下肢静脈瘤

 ▼ワークの方法、オススメのフラワーエッセンスは、こちらでご覧頂けます。
http://flowerremedy.com/blog/2009/01/post-3.html

 みなさんの願いが実現しますように♪　

 応援しています☆　８（＾ー＾８）（８＾ー＾）８

----☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆

 　ここまで、お読み頂きありがとうございます。
 　
 　今日、ご紹介した浅見愛さんとのコラボセミナーが
 　日本橋サロンでセミナー第1弾としてのご案内となりますが

 　今後も、フラワーエッセンス・ワークショップとして
 　シリーズ化して行く予定でいます。

 　実は、フラワーエッセンス講座の生徒さんには
 　専門家やタレントのある方が、とても多いのです。

 　70歳を超えるガン専門外科医のDさん
 　精神科医のKさん
 　鍼灸士のYさんや、Kさん
 　ボディワーカーのAさん
 　看護士、介護福祉士、心理療法士
 　マッサージ師 、カイロプラクティショナー
 　カウンセラー、アロマセラピスト
 　リフレクソロジスト、自然療法家 
 　美容専門家、カラーセラピスト 、音楽療法家などなど。

 　いいでしょ？(笑）

 　今後も、あらゆるジャンルの専門家の方と協力して
 　フラワーエッセンスを広めながら
 　楽しい♪実用的なセミナーをご案内して行きますねッ☆彡

 　「本人から学びたい！」を叶えるドリーム企画

 　　ＪＴＢ主催　バルナオ博士から学ぶ
 　オーストラリア・フラワーエッセンス研修ツアーも
 　http://flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

 　ご参加を募っています♪

 　一緒にパースで夢の時間を過ごしながら学びましょう♪

 　それでは、温かくして
 　ほっこりした幸せな週末をお過ごしくださいねッ☆

 　Hug&Hug♪

 　フラワーエッセンス・スペシャリスト　
 　さだまさちえ

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         カラダ・ココロ・スピリチュアル
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  “Wisdom is nurturing body, mind and soul” 
         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

 　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
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 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」

 ■ ＜そふとしぇる＞ＨＰアドレス http://www.FlowerRemedy.com
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 →リニューアルオープン。390億通りから選ぶ。
 　フラワーエッセンス　無料オンライン花カード診断
 　http://www.flowerremedy.com/archives/card/card1.html

 →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(動画）
 　http://flowerremedy.com/therapy/index.html

 →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://www.flowerremedy.com/archives/card/card1.html

 →あなたを癒し、様々な問題解決を手助けする
 　一生涯使えるノウハウを3日間で完全マスターする講座（動画）
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 →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

 →アップデートな読むエッセンス
 　フラワーエッセンス　ブログ
 　http://www.flowerremedy.com/blog/           

 →携帯サイト
 　http://www.flowerremedy.com/m/

 →携帯ミニマガお申込み
 　http://www.flowerremedy.com/m/m.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

http://mixi.jp/show_profile.pl?id=11898510
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2958623
http://www.FlowerRemedy.com
http://www.mag2.com
http://www.FlowerRemedy.com
http://www.FlowerRemedy.com%E3%80%80%EF%BC%88HP%E3%81%AF%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%81%00
http://www.flowerremedy.com/archives/card/card1.html
http://flowerremedy.com/therapy/index.html
http://www.flowerremedy.com/archives/card/card1.html
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://www.flowerremedy.jp
http://www.flowerremedy.com/blog/
http://www.flowerremedy.com/m/
http://www.flowerremedy.com/m/m.html

