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 新型インフル対策！免疫アップ・エッセンスレシピ＆スプレープレゼント♪

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

 　　新学期がはじまり、学習や旅行、グルメなど、大変過ごしやすい季節が
 　　巡ってきますね。
 　　
 　　しかも、今夜は満月。

 　　活動的なエネルギーに満ちているので
 　　パーティーなどしたら、とても楽しそうです♪

 　　そんななか。みなさん、ちょっと気がかりなことのひとつは
 　　新型インフルエンザについてではないでしょうか？

 　　今日は、予防対策という視点で
 　　フラワーエッセンスレシピなどをご紹介してみたいと想います。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　■　新型インフル対策　　フラワーエッセンス免疫アップ術　■
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　先日、厚生労働省が
 　　新型インフルエンザについて、流行期に入ったと発表しました。

 　　ワクチンも国内品以外に輸入する方針だそうですが
 　　全国民に行き渡る程には足りない様相ですね。

 　　これらの事象が私達に示唆してくれることは
 　　従来から自然療法で最も重要視されてきた
 　　「感染しないこと」→「普段からの予防」の重要性です。

  　　感染予防対策目線での生活習慣が大切になってきます。
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 　　手洗いやうがいの方法の見直しと習慣化とともに
 　　自分自身の免疫力を高めておくことが重要です。

 　　雨降って地固まる。
 　　免疫力をアップして、抵抗力のある健康な毎日も手に入れてしまいましょう♪

 　　
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　■免疫をアップさせるには？

 　　■また免疫がアップするとどんなことが起きるでしょうか？

  

 　基礎総合講座1日目では、
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　はじめに心と体の関係を体験するワークを行い心と体の結びつきと
 　心の健康と体の健康、その扱い方とフラワーエッセンスの
 　作用レベルについてのお話を展開していきます。

 　忙しい方のためにそれらを要約すると
 　楽観的、希望的なマインドを持つと肉体に次のようなことが起こりやすくなります。

 
 　■体が軽く感じる

 　■胸や呼吸が楽

 　■血流改善、血行がよい

 　■体がぽかぽか温かい

 　■心地よいホルモン
 　
 　　↓↓↓↓↓↓↓

 　　免疫力があがる。

 　またそのために
 　特定のフラワーエッセンスを
 　内服したり、スプレーしたりすることもできます。

 　今回は、誰にでも作りやすく使用しやすい
 　ボディ用とルーム用のスプレーのレシピをご紹介致しますね。

  クレンジング浄化と免疫アップ対策スプレーです。

 ＜用意するもの＞

 　■遮光スプレーボトル60ｍｌサイズ　
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4055541

 　■精製水　（もしくは、ミネラルウォーター）

 　■ジェラルトンワックス　ストックボトル
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4050316

 　■アンティセプティックブッシュ　ストックボトル
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4049708

 　■シャイブルーオーキッド　ストックボトル
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4050326
 

 　他に、必要に応じて
 　ピンクファウンテントリガープラント
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4050658などをプラスしても良い。

 　▼制作方法は、こちらでご覧頂けます。
 　http://flowerremedy.com/blog/2009/09/2-1.html
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 　自作スプレーなど製作されるご参考になりましたら幸いです♪

 　尚、この記事内容に関するご質問はリクエスチョンでお願いしていますので

 　製作サポートを受けたい方は
 　
 　日本フラワーエッセンスアカデミー高尾教室にてお手伝い致しますよー。
 　http://flowerremedy.com/workshop/index.html
 
 　
 　上記3種類のエッセンスで製作した遮光スプレーボトル60ｍｌ1本を
 　お持ち帰り頂けます。

  　製作費5,250円（税込）

 　フォームより事前ご予約、お手続きのうえ、ご来訪ください。
 　
 　▼お申込フォーム
 　http://flowerremedy.com/workshop/event.html

 　高尾教室受付可能日程：9月18日(金）　午後7時～（30分程度）

 　 サポートは、当校　プロフェッショナルスキル講座受講生が行います。

 
 　さらに♪　
 　遠方の方にも朗報です♪

 　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp 　フラワーエッセンスショップでは
 　http://flowerremedy.jp/

 　期間中、フラワーエッセンス製品を1回のご注文で
 　15,750円以上お買物頂いた方に、上記でご紹介したオリジナルの
 　クレンジング浄化・免疫アップ対策スプレー15ｍｌ
 　1本をプレゼントさせて頂きます。期間限定です。急いでね！

 　　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　　　　　　　　5日間限定♪

 　　　　　　クレンジング浄化・免疫アップ対策
 　　　　オリジナルスプレー15mlプレゼントを実施♪

 　　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp
 　　　　　フラワーエッセンスショップでは

 　　　　　9月5日AM0：00～9月10日PM11:59まで
 　オリジナルスプレー15mlをプレゼント致しております♪
  ────────────

 　▼詳細は、こちらへ
 　 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://flowerremedy.jp/

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　秋講座　新規受付スタート　　　
 　　　　　　　
 　　　　　　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。
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 　　　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
 　┃
 　┃　[基礎総合コース3回]　準プロ級コース　レベル度★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　　2009年
 　┃　　　　　　9月19日、20日、21日の全3回→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。（初心者～準プロ級）
 　┃
 　┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　┃　
 　┃　　[フラワーエッセンス・アドバイザー]
 　┃
 　┃　フラワーエッセンスアドバイザーセミナー(1日＋試験）　レベル度★★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
 　┃
 　┃
 　┃　　　2009年9月22日→イントロダクションコースで学んだ
 　┃　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンスの知識を活かし　　　　
 　┃　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンスを使用したい方に
 　┃　　　　　　　　　　　　　　アドバイス出来るスキル獲得のポイントを学べます
 　┃　　
 　┃　　
 　┃　　フラワーエッセンス・ホームセラピストや、ショップアドバイザーとして
 　┃　　必要な専門知識と、他者に対する選び方、使い方のアドバイス・ポイントを
 　┃　　学ぶ、プロ講座ファーストステップ・カリキュラムです。
 　┃　　
 　┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　┃　　
 　┃　[フラワーエッセンス・セラピスト]
 　┃
 　┃　プロフェッショナルスキルコース(7回＋試験）　レベル度★★★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃
 　┃
 　┃　　　2009年11月14日スタート→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、トライアングルキー診断、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
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 　┃　　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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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

 　～編集後記～

 　7末～8月のデトックスの後（←前回のBack#読んでね♪）

 　今度は、お部屋の大片付けをしています。(笑）

 　アルバム写真もスキャン→圧縮。
 　洋服なども、どわわわーっと処分致しました。

 　今のじぶんにあわないものを手放したからでしょうかねー(笑）

 　その成果どうかはわかりませんが
 　特に何もしなかったのに、体重も少々減りました。（笑）

   スペースって大事♪

 　ではでは。みなさんも
 　笑顔＆健康＆Happyで♪

 　Twitterやってます♪
 　↓↓↓↓↓↓↓
 　http://twitter.com/flowerremedy

 　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

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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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 　　 　　 http://www.FlowerRemedy.com　（HPはココをクリック！）
 　　 
 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★

 →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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