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 魚座新月のフラワーエッセンス・アチューメントのご案内他
 ★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☆
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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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→  合格おめでとう♪受験にも。フラワーエッセンス
 　├→  2月25日は新月です♪魚座の新月フラワーエッセンスワーク☆
 　└→  2月25日AM10時35分～　フラワーエッセンス・アチューメントのお誘い

 　今スグ携帯から
 　M0080888@r.mini.mag2.com 宛てに空メールを送信してください！

 　▲クーポンがもれなくもらえちゃう携帯ミニマガ。明日発刊☆彡(笑）

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　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。

 　　ここしばらくは、噴出系でしたが、(笑）

 　　みなさんの周囲はいかがでしたでしょうか？(笑）

 　　でも、ご安心ください♪
 　　

 　　立春頃から雰囲気も好転しつつあるように感じます↑↑

 　　ツイこの間は、春一番の風が吹いて、
 　　スッキリした新しいエネルギーが流れ込んできたようです。

 　　経済的な大変革の訪れは、
 　　まだまだこれから表面化してくると想いますが
 　
 　　雰囲気が軽く明るくなってきたのは、（集合的に）
 　　古いパターンを捨て（諦め？笑）
 　　新しい生き方を模索しはじめた？

 　　ちょっと前の表現で言えば

 　　新しいチーズを探し始めたということでしょう(笑）

 　　最近の私の好みの映画は、アドバンチャーモノです。（笑）

 　　あぁ。じぶんは、人生という（最終的には無料の（笑）
 　　アドバンチャーアトラクションで
 　　遊んでいるんだなっていうViewPointが開けます。(笑）
 　

http://www.FlowerRemedy.com


 　　＜楽しまなくっちゃモッタイナイ！(笑）

 　　春近し♪

 　　　　スニーカー履いて。

 　　　　　　　　　自ら進んで

 　　　　人生のアドベンチャーアトラクションに出かけませんか？

 　
 　　私がワイルドフラワーエッセンスの
 　　Hearling-Dream Path Wayを
 　　ナビゲート致しますので、ご安心ください♪(笑）

 　　2月25日は、「魚座の新月」を迎えます。
 　　テーマは、想像力・内なる幸福感・
 　　スピリチュアルセンスのアップ・
 　　スピリチュアルヒーリング・慈愛などです。

 　　今日は、新月のフラワーエッセンスワークのご紹介と
 　　新月のフラワーエッセンス・アチューメントのお誘い＆
 　　
 　　合格おめでとう♪　受験にも。フラワーエッセンス
 　　の選び方と使い方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

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

 　　冬のある日。受験生のお子様をお持ちの
 　　お母様から、ご相談のお電話を頂きました。

 　　ブログでもご紹介させて頂いておりますが、
 　　今日は、ある受験生に起きたドキュメントレポートと
 　　資格試験や受験、学習にも使える
 　　フラワーエッセンスのご紹介をさせて頂きますね♪

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

 　それは、ある日の夕方鳴った
 　1本のお電話からスタートしました。

 　ワイルドフラワーエッセンスを、3年以上ご愛用頂いている
 　クライアント様からのお電話です。

  　高校受験を控えているお子さんについてのご相談でした。

 
 　通常は、彼女自身、お子さんにも花カード診断を行って
 　必要なエッセンスを自作されてご使用されているのですが

 　今回ばかりは、カードが選べる状態に無い・・・っとのことでしたので
 　お話をお伺いすることに。

 
 　大切な時期なのに・・・

 　・集中ができていない。

 　・地に足がついていない

 　・心ここにあらずといった感じ・・・。

 　・丹田に力が入らない。

 　このままで大丈夫なのか心配・・・



 　・・・・というような概要をお聞かせ頂き
 　
 　彼女と話し合いながら

 　いくつかのエッセンスをサジェスチョンさせて頂きました。

 　
 ▼その数日後、次のようなメールを頂戴致しました。
------------------------------------------------------------

 件名：お世話様です  日時：Wed, 04 Feb 2009 22:35:33 +0900 (JST)

 

 　いつも ありがとうございます。□□です。
 　あれから私が花カード選んでいたら△△も選んでくれました。

 　リーフレス、プリンセスガム・・・

 　　まだお読み頂いていないかたは、コチラで続きをご覧頂けます。
 　→http://flowerremedy.com/blog/2009/02/post-26.html

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

 　　続いて、地方の方にも、ご好評頂いている
 　　3月の連休開催イントロダクションコース日程のご案内です。

 　　この講座は、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。

 　　＞1月の講座受講生さんから頂戴したメール＜

 >本当に、講習受けさせてもらえてよかったです。

 >講習中も、オーラスプレーで癒し体験をさせてもらったし、

 >ストレス４種とブラウンボロニアのツボ使用は、

 >毎日の疲労をその日のうちに、自分で対処でき、すごく助かっています。

 >肩から頭にかけ、今まであまり気付けなかった、痛みにも、

 >エッセンスを使用することで気づけるようになりました。

 >フラワーエッセンスを生かすのは、こちらの使用者しだいですね。

 　　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

 　　その他の生徒さんのご感想
 　　フラワーエッセンス体験談はこちらでご覧頂けます。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/index.html
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--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆-------
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　　来週の水曜日は、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。

 　2月25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、魚座に位置する新月です☆

 2月25日（水）AM 10時35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。）

 ■魚座のアスペクトと関連する願いごとのキーワード

 　　想像力、内なる幸福感、精神性、
 　　スピリチュアルセンスのアップ、
 　　スピリチュアルな癒し、慈愛の心、被害者意識の解放
 　　・・・など。

 ■主な願い事のカテゴリー

 　・「幻覚状況」幻覚をプラスに活用する願い事
 　・「喜び」喜びを増すための願い事
 　・「霊的敏感さ」霊的敏感さを磨く願い事
 　・「大いなる力への信頼」大いなる力と接するための願い事
 　・「霊的癒し」霊的癒しを得るための願い事
 　・「無条件の愛」無条件の愛を促すための願い事
 　・「被害者意識」被害者意識を解放するための願い事

 ■関連のある身体の部分・症状
 　風邪/足・外反母趾/リンパ腺/中毒

 ▼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/2009/02/post-28.html

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

 　2月25日AM10時35分～　フラワーエッセンス・アチューメントのお誘いです。

 　2月25日は、ちょうど
 　魚座の新月にあたりますので
 　新月時間ジャストから、みんなで
 　1分～5分間のフラワーエッセンス・アチューメントを行ってみたいと想います。

http://flowerremedy.com/blog/2009/02/post-28.html


 　フラワーエッセンスが使用できる環境にいる方は、
 　お好きなフラワーエッセンスをスプレー、または飲用して
 　アチューメントを行います。

 　魚座新月用のエッセンスを創るかたは
 　この時が訪れたこと（時間が過ぎたこと）を確認してから、
 　スタートしましょう。

 　フラワーエッセンスが使用できない環境にいる方は
 　1分間意識をアチューメントしていきます。

 　予め、魚座の主な願い事のカテゴリーの中から、１つ。
 　具体的な抱負と
 　そのテーマに関係するワイルドフラワー、
 　または、特に気になるワイルドフラワーをひとつずつ
 　決めておいてください。

 　AM 10時35分になりましたら、
 　1分～5分間のアチューメントを行います。

 　まず、テーマ、抱負を思い出し、充分思い出せましたら
 　フラワーエッセンスを使用します。

 　フラワーエッセンスが使えない環境に居る方は
 　そのお花を鮮明にイメージして、テーマに重ねてみましょう。

 　その5分間、私は、アチューメントして
 　フラワーエッセンスのエネルギーを後押ししてみますね。(笑）

 　オープンキーワードは、「魚座新月のフラワーエッセンス」です。(笑）

 　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

 －Ｐ．Ｓ－

 　アチューメントの方法は
 　プロフェッショナルスキルコースでマスターしていく
 　セラピスト向けのテクニック　「フィールドオブフラワーズ」を
 　簡易的にアレンジしています。

 　▼フィールドオブフラワーズにご興味のある方は、コチラでご覧頂けます。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm

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

 　ここまで、お読み頂きありがとうございます。
 　
 　明日は、「クーポン付き♪携帯用ミニマガ」を
 　発行させて頂く予定でいます。

 　ご登録はお済ですか？

 　まだの方は、今スグ携帯から
   M0080888@r.mini.mag2.com に
 　空メール送信すれば、間にあいます☆Ｖ(‾▽+‾*)

 　それでは、また明日、ミニマガで♪　(o^(ェ)^o)ゞ
 　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
  “Wisdom is nurturing body, mind and soul” 
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         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

 　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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 →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
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