
 腰痛症から奮起。苛立ち焦り葛藤を乗り越え夢を実現したストーリー。フラワーエッセン
 ス・リクレク誕生秘話☆彡

 ＜送信者＞そふとしぇる http://www.FlowerRemedy.com

 　┌──┐。∵☆フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　
 　│＼／│　　　フラワーレメディ情報マガジン 　　　　　　　
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 　5分あれば、お読み頂けるお知らせです。
                                                         
 　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フラワーエッセンス携帯ミニマガ☆彡

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　こんにちは♪

 　　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。

 　　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

 　　高尾山の緑も、大変濃くなって活動的な季節を迎えましたが
 　　みなさんいかがお過ごしですか？

 　　私は、高尾に移住して6回目の初夏を迎え
 　　留学を含めフラワーエッセンス講座や
 　　セラピストの養成に携わって約10年になります。

 　　ワイルドフラワーエッセンスによるセラピーは、
 　　学んだ人自身の「心と体の健康と幸せた人生のために」
 　　大変役に立つ実際的なツールであり
 　　多くの方に情報を知って頂き、活用して頂きたいという想いで
 　　アカデミーの事業をスタートしました。

 　　生徒さんも、セラピストも、まず、１ユーザーとして、
 　　ご本人自身が、その価値をボディマインドスピリットのレベルで
 　　体験を享受して頂くことが、真の理解に繋がり

 　　またその先に、感謝と喜びの心を持ってして
 　　他のひとに伝えたい＆貢献したいという気持ちが
 　　自然と息吹くものであるという理念の基

 　　現在では、フラワーエッセンスアドバイザー講座、及び、
 　　セラピストレベルであるプロフェッショナルスキル講座を
 　　開講しています。

 　　プロのスキルを体得し、他者奉仕のレベルに到達することによって
 　　幸せレバレッジは拡大し、ひとつの丸い輪が完成して行きます。

 　　輪が完成すると、幸せエネルギーを流した本人にも
 　　廻りまわってエネルギーが還流されて来るようになり
 　　幸せエネルギーに継続性が生まれます。

 　　そうすると、真の意味で
 　　ひとに奉仕することが可能になってくるのかなぁーと想います。(笑）

 　　そこで今は、兼ねてより、”実現したい”と想っていたプロジェクト
 　　「インストラクター養成＆デビュープロジェクト」に着手しています。

 　　6月27日には、第2弾として
 　　フラワーエッセンス・リフレクソロジー入門＋全3回　修了コース
 　　──────────────────────────────
 　　http://flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
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 　　が開催されます。

 　　講師の佐咲さんは、ご自身が腰痛で、通院とリハビリの毎日を過ごし
 　　ココロもカラダも人生も思うようにならない自分に苛立ち、
 　　焦り、葛藤する日々の中で、ワイルドフラワーエッセンスと出会い
 　　自力で腰痛症を克服した経験をお持ちで

 　　以後、「ココロとカラダに向き合うこと」
 　　「セルフケア・セルフヒーリングの大切さを伝えること」を
 　　ライフワークとされています。

 　　今回、台湾式リフレクソロジーの観点から
 　　フラワーエッセンスクリーム3種を効果的に使用するセルフケア法である
 　　「フラワーエッセンスリフレクソロジー入門＋全3回」を
 　　単日で学べる修了コースを設定致しました。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

 　　7月以降は、佐咲さんのご都合で関西地区への移転がほぼ決定している為
 　　東京での次回開催の予定はありませんので、ご都合があうようでしたら
 　　是非ご参加ください。

------------------------------------------------------------
 通常プレセミナー8,400円、１コマ8,400円ｘ3コマ　合計33,600円（税込）を

 　　　　　　　　　　　7,600円特別優待
 　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓↓↓
 　　　　　　　　　　　トライアル価格
 1日ワークショップ参加費　26,000円（27,300円税込）

 　しかもクリーム3本とツボ押しグッズ（愛心棒と反射区図表）
 　合計10,703円相当のお土産付です。

 　実技をしっかりと体得して頂けるように
 　少人数制（6～8名前後を予定）とさせていただいている為
 　席数に限りがあります。
 （6月11日午前10時現在で、残席2～4席です。）

 　参加費のご決済完了後のお席確保となりますので
 　よろしくお願い申し上げます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 フラワーエッセンスリフレクソロジー入門＋全3回　修了コース

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

 フラワーエッセンス・リフレクソロジー講座は、入門となるプレセミナーと
 3種類のフラワーエッセンスを使用した足の各反射区をマスターする
 全３回の目的別実践ワークで構成されています。

 2009年6月27日（土）10時～18時

 講座に含まれるもの　テキスト、コース受講証。
 愛心棒、反射区図表、クリーム3種類（約10,703円相当）のお土産付。

 ＊当日ご持参頂くもの＊　筆記用具、スポーツタオル1枚、（昼食、飲料）

 ＊昼食代は、含まれません。お飲み物、昼食は各自ご持参ください。

 -----------------■講座開催地■-----------

 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

 ▼人形町駅からのアクセス（写真付）
http://www.style21.co.jp/nihonbashi/ningyo-cho-access.html
 ▼馬喰横山駅からのアクセス（写真付）
http://www.style21.co.jp/nihonbashi/bakuro-yokoyama-access.html
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 -----------------■講座スケジュール■-----------

 2009年6月27日（土）10時～

 プレセミナー（入門）：ガイダンス、フラワーエッセンスリフレクソロジー入門

 第1コマ　
 ココロとカラダとお肌のストレス解消（スキンラスター編）

 第2コマ　
 ココロとカラダと表情の元気ＵＰ　疲れとコリ解消（ダンピエラクリーム編）

 第3コマ　
 心と体とスリム＆デトックス　関節トラブルとむくみ解消（キャッツポウ編）

 講師：佐咲智美 （オブサーバー参加予定：定政千恵）

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

 ▼お申込み、詳細はこちらのページでご確認いただけます。
http://flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

 ☆☆☆プロフェッショナル・スキル講座修了者のセラピストの方で
 スキルをお持ちの方、フラワーエッセンス・インストラクターに
 関心をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。

 リフレクセミナー講師をはじめとした講師養成プロジェクトに
 ご参加頂けます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 自信がなかったあの私が・・今ではサロンオーナーに
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　　　　　日本フラワーエッセンスアカデミー
 　　　　　　　　フラワーエッセンス講座
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ┌───┐　　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、直伝のファシリテーター養成
 │      │　　特別レッスンを受けた認定ファシリテーター　
 └───┘　　フラワーエッセンス　スペシャリスト定政千恵が
 　　　　　　　直接指導にあたります。

 　　　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。

 　　　　フラワーエッセンスの知識を得ることによる
 　　　▼効果効能の特集記事はこちらです。
 　　　http://flowerremedy.com/blog/2008/10/post-17.html

 　　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
 　　マスターします。

 　　体験と実践（ワークショップ）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
 　　少人数制を採用。個別に向き合いながら、
 　　フェイスToフェイスでスキルを伝授していきます。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/index.html

 　┏━━━目的に応じて、3レベル━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃
 　┃講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　代表　定政千恵
 　┃
 　┃
 　┃　■基礎/ 総合講座　集中セミナー（準プロ）3日間
 　┃
 　┃　人気の3連休集中コース　7月18日19日20日
 　┃　───────────
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃
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 　┃
 　┃　3連休集中コース修了者は
 　┃　下記講座に最短で進級可能となります。
 　┃　　↓↓↓↓↓
 　┃
 　┃
 　┃　■フラワーエッセンス・アドバイザーセミナー7月25日
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
 　┃
 　┃
 　┃　7月25日セミナー修了者は、
 　┃　下記講座に最短で進級可能となります。
 　┃　　↓↓↓↓
 　┃
 　┃
 　┃　■プロフェッショナル・スキル講座（セラピストレベル）
 　┃　（夏季集中特別コース）2009年8月13日～
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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

 　～編集後記～

 　佐咲さんは、セミナーのミィーティングの席で、私にこう伝えてくれました。

 　　　　　"　私は、フラワーエッセンスの講師となって "

 　　　　　　ひとにこのフラワーエッセンスの良さを

 　　　　　  　 お伝えすることが夢だったんです。
           "                                     " 

 　
 ・・・・・なるほどぉー

 　ワイルドフラワーエッセンスは
 　癒しから自己実現までをサポートします。(o^-')b
 　──────────────────

 　それでは、みなさんも
 　フラワーエッセンスを活用して
 　想いを叶えてくださいね♪

 　応援しています☆彡(o^(ェ)^o)ゞ

 　HugHug!　

 　Love&Light☆彡
 　フラワーエッセンス・スペシャリスト　
 　さだまさちえ

 　次回のメルマガは・・・

 　■web講座＃２■
 　ペンジュラムと花カード診断ストーリー
 　バルナオ博士が花カードを採用した訳を予定しています♪

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         カラダ・ココロ・スピリチュアル
  “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
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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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 →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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