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 2秒でできる。心と体のHappy健康体験エクササイズ♪
 ☆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
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 ＜送信者＞そふとしぇる http://www.FlowerRemedy.com
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 　　2,000円クーポンがもれなくもらえちゃう
 　　携帯版フラワーエッセンスミニマガは、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。(⌒∇⌒)）←(*注）

 　　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。

 　　んー。雨です。台風、来てますねぇー。

 　　小学生の頃は、台風で、授業切り上げ
 　　臨時帰宅なんてあって・・・

 　　帰り道、沿道で水溜りの水を
 　　車が跳ねあげてくなかに傘を向けて突入していったり

 　　修行(笑）っとかって言って、雨どいから、雨がドドドーっと
 　　滝のように降り注ぐなかで、じっと我慢してみたり。（笑）

 　　ビニール傘を持って再出動。
 　　雨のしずくが傘に落ちていく様をじっとみつめてみたり。

 　　そんな想い出があります。(笑）

 　　大人になっても、Big　Wendsday！(笑）とかって言って
 　　台風待ちしている大人のひとたちを知っていますが・・・

 　　・・・・この続きは、編集後記で。(笑）

 　　さて、今日は、お家やオフィスに居る方も多いと想うので。

 　　2秒で。座ったままできる。
 　　心と体のHappy健康体験エクササイズ♪

 　　をご紹介していきますね。

 　　どうぞ最後まで、お楽しみください♪(o^(ェ)^o)ゞ

 　　　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://flowerremedy.com/blog/2009/10/2happy.html

 　　│.*
 　°人゜　│。　☆°・.゜☆:’‥.゜。・:゜*。
 　‾Ｙ‾　人　゜。　:゜　　　　　　　　　　　:゜*゜+:
 　　│　‾Ｙ‾　　　　　2秒でできる　　　  :’+:　☆°
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 　＿┌──│───────────────────┐＿
 　＼│　　　　心と体のHappy健康体験エクササイズ　 │／
 　／└┬──────────────────人─┬┘＼
 　‾‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾Ｙ‾　‾‾
 　　　　　　　　　　　▼関連ブログ▼        │
 　　　http://flowerremedy.com/blog/2009/10/2happy.html

 　　普段、フラワーエッセンスの講座では
 　　http://www.flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　その場で体感して頂き、ホリスティックな自己の理解と
 　　フラワーエッセンスの作用に対する理解を深めていく
 　　体験エクササイズを行っています。

 　　今日は、その体験エクササイズをアレンジして
 　　2秒でできる心と体のHappy健康エクササイズをご紹介しますね♪

 　　まず、座ってPC、携帯をみている、今現在のありのままの体に
 　　そのままフっと意識を向けてみてください。
 　　全体的な感じがなんとなくつかめれば充分なので
 　　ほんの1秒か2秒とかでＯＫです。

 　　はい。次に、頭の重心を後頭部側にずらすと
 　　それにあわせて、自然に背中が少し後ろ側に倒れます。

 　　背筋が伸びて気持ちよいところでとめます。

 　　両肩を自然な感じで少しだけ背中側に引きます。

 　　口の両方の口角を上にあげます。

 　　(⌒∇⌒)

 　　こんな感じになりましたか？(笑）

 　　（ここまで、慣れると2秒です。）

 　　そして、このままの状態で、少し呼吸を繰り返します。

 　　楽に、気持ちよくフーッと息を吐くことを意識してみてください。

 　　すると自然に楽に必要な呼気が入ってきます。

 　　ニタッとしてきましたか？(笑）

 　　呼吸は楽になりましたか？　心は軽くなりましたか？(笑）

 　　ここまででも、充分効果があり
 　　体と心に栄養が届きはじめる状態になってくるのですが

 　　もう少しマニアックに行いたい場合は、(笑）
 　　この状態での意識を客観的に観察してみてください。(笑）

 　　・・・・どうです？(笑）

 　　簡単ですが、実に効果的です。

 　　それでは、私達は、体だけ
 　　意識的に良くしておけばいいのでしょうか？

 　　・・・1/3だけ正解です。(笑）

 　　体というか、姿勢は、ある程度心に効きます。
 　　器として大切です。

 　　が、その逆も真なりです。
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 　　その姿勢になるのは、
 　　やはり心の状態(や、心にある問題）が影響しているし
 　　その心の状態はスピリット（意志・WiLL・願望）が
 　　決定していると想います。

 　　ナチュラルセラピーや、ヨガなどで語られる
 　　「ボディ・マインド・スピリット」や「ホリスティック」という
 　　コンセプトが若干わかりにくいと感じる場合は

 　　武道などで言われる「心技体」と
 　　”ほぼ”同じと置き換えると
 　　わかりやすくなるかもしれません。

 ▼ざっくりな相関イメージ図。(笑）

 【図1】

 　 体(Body・器・組織）　 技（Art・スキル・術）　　心（WiLL・魂の願望)
 　ボディ　　　　　　　　マインド　　　　　　　　スピリット
 　Action　　　　　　　　How　　　　　　　　　　　Why

 【図2】ホリスティック図。(笑）→関係性。

 　　　　　スピリット
 　　　　　　　△
 　　　マインド　　ボディ

 　　それぞれが独立しているのではなく
 　　繋がって連携しているとイメージしてください。

 　　このあたりの関係性等々については、
 　　また次の機会に譲るとして

 　　今日は、フラワーエッセンスを使いながら
 　　この体と心の構造機能をうまく利用して

 　　心と体の両方を、驚くほど簡単に
 　　あなたらしくバランスのとれた
 　　いい状態にセットアップできるようになるための
 　　ワークショップのお知らせです。

 　　私達が、数十年の研究と体験により蓄積した
 　　ワイルドフラワーエッセンスと
 　　ホリスティックセラピーや
 　　身体機能と心の関係性のノウハウの集大成として
 　　完成したメソッドによって

 　　どなたにも驚くほど簡単に無理なく行える
 　　ボディ調整と心のセットアップ方法を

 　　これまたわかりやすく、簡単、簡潔に
 　　ファイスtoフェイスで、お伝えしていきます。

 　　しかも6名限定を予定。

 （お申込多数の場合は、最大でも8名までです。）

 　　フラワーエッセンスが全くはじめての方でも
 　　ウェルカムです。

 　　直感的に、ピっときたあなた！

 　　理性的に、コレいいわーっと想ったあなた！

 　　懐疑的に、どうなのこれーっと想っているあなたも！（笑）



 　　満足度100％保証の
 　　お墨付き＆鳴り物入りワークショップです。(笑）

 　　▼詳しくは、こちらをご覧ください。
 　　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

 ▼ワークシッョップのキーワードは、こちら▼

 フラワーエッセンス。ナチュラルセラピー。ホリスティック。
 わかりやすい。楽しい。役に立つ。実用的。深い。面白い。

 少人数制。パーソナルトレーニング。

 その場で足やせ。その場でサイズダウン。
 骨盤調整。姿勢調整。美しい姿勢、体。

 肩こり、肩が軽くなる。
 腰痛、腰が軽くなる。体が楽に軽くなる。

 ボディバランスアップ。心が軽くなる。
 心のセットアップに。

 　　　　　　　▼フラワーエッセンスの専門講座はこちら▼

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

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

 　～編集後記～

 　　冒頭の台風の想い出の続きです。

 　　小学生の頃は、台風で、授業切り上げ
 　　臨時帰宅なんてあって・・・

 　　大人になっても、Big　Wendsday！(笑）とかって言って
 　　台風待ちしている大人のひとたちを知っていますが・・

 　　気が付けば、今日が、ソノ！Big　Wendsday！
 　　ってことなんですかねー。(笑）

 　　私自身、ソノ伝説の映画を、実際には未だ観たことがないので
 　　今日、みてみます。（笑）

 　　昔の映画だから・・・どうかなーって想うけど。(笑）

 　　そうそう。前回、スペース・マインド
 　　クリアリングにはまっているお話をしました。

 　　台風は、ある意味、大規模な
 　　スペース・クリアリングなんですよねー。

 　　スペースクリアリングって、ココ！っと想う感触を得られるポイントに
 　　ミートするまでが、ある意味作業なんですけど

 　　これで、私のスペース・マインド・クリアリングが
 　　完結するんだなーって想いました。（笑）

 　　探してたであろうこと・・
 　　みつけたし！(笑）

 　　ではでは、みなさんも
 　　先ほどの体験エクササイズやって
 　　ますます、ちゃーみんぐな笑顔を
 　　ふりまいてくださいねー♪

 　　それでは、次回まで
 　　Hug&Hug♪LoveLove♪

 　　フラワーエッセンス・スペシャリスト
 　　さだまさちえ　　(⌒∇⌒)）（*注）

 　　　　　　　　　　　↑
 （*注）みっちーさんのブログから転記♪(笑）
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http://blog.livedoor.jp/me45392/archives/51628920.html

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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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 →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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