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 週末限定！ポイント15倍＆免疫アップ・エッセンスレシピ♪
 ☆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

 ▼11月の3連休開催　特別集中コース受付開始
 フラワーエッセンス　セラピーレベル１　基礎総合講座
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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

 　クーポンがもれなくもらえちゃう携帯版ミニマガは、登録お済でしたか？

 　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♪

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　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。

 　　みなさん、元気でお過ごしですか？

 　　シルバーウィーク明けのかたも
 　　まだシルバーウィーク中の方もいらっしゃると想いますが
 　　いかがでしたでしょうか？

 　　実は、姪っ子4才が
 　　（たぶん保育園で）新型に感染したのです・・

 　　・・・が、お蔭様で元気に復活しました♪

 　　このお話の続きは、編集後記で。

 　　＆週末限定
 　　「ショップポイント15倍祭り」開催のご案内、他

 　　どうぞ最後まで、お楽しみください♪(o^(ェ)^o)ゞ

*★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

─☆─ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ─☆─
 ／｜ ┏┫ 　　☆☆ フラワーエッセンス講座 最新情報☆☆　   ┣┓ ｜＼
 　　 ┃┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛┃
 ＼｜ ┗━━━┛                                      ┗━━━┛ ｜／

http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://www.FlowerRemedy.com
http://flowerremedy.jp


─☆─           http://www.flowerremedy.com/blog/            ─☆─
 ／｜＼                                                        ／｜＼

 　　フラワーエッセンス講座の最新日程が決定致しましたので
 　　お知らせ致します。

 　　恋愛関係、職場関係、親子関係、自己鍛錬、自己実現、スキルアップ
 　　心身の健康に。

 　　一生涯使えるノウハウを伝授。

 　◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃　11月　基礎総合コース　　募集要項　　　　　　┃━━━━━━━━━★
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ┌───┐　　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　11月21日22日23日
 　┃　───────────
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃
 　┃
 　┃　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11月28日
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
 　┃
 　┃
 　┃　■プロフェッショナル・スキル講座（セラピストレベル）
 　┃　2009年11月～
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ▼こちらも大変オススメのワークショップです。
*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

 　　ダイエット効果があがらなかったのは姿勢のせい！？
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 　　激しい運動が苦手なあなたに。

 　　各パーツ3分で。
 　　からだのゆがみ、ねじれを解消しながら
 　　締まりあるメリハリ　ボディへ　リフトアップ↑

 　　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

 　　　　　　フ┃ラ┃ワ┃ー┃エ┃ッ┃セ┃ン┃ス┃　　
 　　　　　　━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛　　　
 　ボ┃デ┃イ┃バ┃ラ┃ン┃ス┃調┃整┃ワ┃ー┃ク┃シ┃ョ┃ッ┃プ┃　
 　━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛

 　　　フラワーエッセンスセラピスト＆
 　　　骨格のプロ。パーソナルトレーナーによる
 　　　バランスアップ・ワークショップのお知らせです。

 　　oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。

 ～お勧めポイント～

 ■ビフォー＆アフターをその場で確認。足首、ふくらはぎ、ほっそり体験。
 ■足と腰がぐーっと伸びます
 ■両足の長さとバランスが揃います
 ■膝と太もも、腰がぐっと絞まります
 ■お腹がきゅっと締まります
 ■脇と肩をきゅきゅっと締めてピンとした姿勢に
 ■背筋がスっと伸びてバストがツンと上向きに
 ■肩がストンと落ちて肩こり、呼吸も楽に

 ■左右前後の重心バランス、均整がとれた体で、運動効率がアップします
 ■芯が通ったしなやかな心と体つくりに

 　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
  
 oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　ご好評頂いています
 　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp 
 　フラワーエッセンスショップ　ポイント祭り☆彡のお知らせです。

 　　楽しみにお待ち頂いている方もいらっしゃるので
 　　やめられません♪（笑）

 　　http://flowerremedy.jp/

 　　週末限定！
 　　9月26日～9月27日PM11：59まで

 　　期間中1回に付き
 　　15,750円以上のご注文で

 　　通常ポイント5倍の他＋特別応援ポイント10倍
 　　最大15倍ポイントをサービスさせて頂きます♪
 　　　　‾‾‾‾‾‾

 　　（*関連資材、書籍は対象外です。）

 　　最大15倍ポイントサービス中♪

 　　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/

--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆-----
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 　～編集後記～

 　　新型インフルエンザ・ワクチンが
 　　国内で不足しているというニュースが放映されていました。

 　　国内のとあるワクチン製造メーカーでは、有精卵を使用して
 　　ワクチンを製造しているのですが
 　　ウィルスの繁殖率が通常より少ないために有精卵の数が倍必要であり
 　　有精卵を確保するために雄鶏を用意する（育てる）のに
 　　6ヶ月あまり必要というプロセスを説明していました。

 　　一方、スイスのワクチンメーカーが紹介され、その会社は
 　　動物の細胞を培養してウイルスを製造する技術を使って
 　　必要に応じて柔軟に製造供給できるため
 　　緊急措置として、このような海外メーカーからの輸入を検討しているとの
 　　概要でした。

 　　実は、前々回の免疫アップの記事を書いた数日後
 　　北陸地方に住む姪っ子4歳が
 　　新型インフルエンザに感染したとの連絡が入りました。

 　　彼女は普段、保育園に通っているのですが
 　　保育園の担任の先生が新型インフルエンザに感染した後に
 　　発熱の兆候があったらしく
 　　病院で検査したところ、新型感染が発覚し、
 　　直ぐにタミフルが処方されたそうです。

 　　検査した日こそ発熱したものの、タミフルを飲んでいたせいか
 　　その翌日からは熱もおさまり、数日間の自宅待機。

 　　彼女の両親（私の妹夫婦です）と、彼女の妹
 　　（小さい姪っ子。たぶん1歳3ヶ月です。）も
 　　念のため自費でタミフルを処方してもらい
 　　（2万円プラス位掛かったらしいです。）
 　　発症することもなく
 　　元気に（会社の規約で）自宅待機していたそうです。

 　　小さい姪っ子のほうは、その間も元気に保育園に通っていたため
 　　彼女が自宅に帰ってくる前には、大きい姪っ子は
 　　自室に隔離されるスタイルで乗り切り
 　　無事、全員社会復帰とあいなりました。

 　　普段からの予防・免疫アップと冷静な対応によって
 　　姪っ子自身も軽度だったようですし
 　　その他の家族は発症を免れることができたようです。

 　　フラワーエッセンス・スプレーも
 　　送ってあげよーっと想いました。（笑）

 　　免疫アップ　フラワーエッセンス・レシピ
 　　再掲しますね。

 　　＜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などを
 　　http://flowerremedy.jp/?pid=4050658
 　　プラスしても良いです。

 　　▼詳しくは、こちらのブログ記事をご覧ください。
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 　　http://flowerremedy.com/blog/2009/09/2-1.html
 

 　　そんなこんなで、私は、今、スペース・マインド
 　　クリアリングにはまっています♪

 　　次回はその成果について
 　　お伝えできればいいなーっと思っています。

 　　それでは、みなさん。楽しい週末を(o^-')b
 　　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” 
         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

 Twitterやってます♪

Twitter→http://twitter.com/flowerremedy

 　Mixiにも、居ます♪
 　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/
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 →携帯ミニマガお申込み
 　http://www.flowerremedy.com/m/m.html
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