
 2009/12/22  フラワーエッセンスの基礎の基礎　
 ☆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

 2010年を変容とステージアップの年にしたいあなたに。

 フラワーエッセンスの理論と実践を3日間で
 基礎の基礎からセルフヒーリングまでをマスターできます。

 ▼新春3連休開催　特別集中コース
 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。

 　　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。

 　　一昨日。
 　　twitterで、フォロー頂いている方から

 　　「フラワーレメディの基礎の基礎を
 　　　時々つぶやいてもらえませんか? お願いします。」

 　　という、リクエストを頂いたので
 　　さっそく昨日からつぶやきはじめました

 携帯でご覧になっている方で全部表示されない方はこちらでご覧頂けます。
http://bit.ly/7d8zTn

 　　　知って得する
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 　　　　フラワーエッセンス基礎の基礎♪
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 ＜ツイート176＞

 #febb フラワーエッセンスは
 ViblationalMedicineの一種で
 人間とは単なる物質ではなく
 複合的な生命エネルギーシステムの存在であるという
 アインシュタイン医学(波動医学/微細エネルギー医学)に
 則っています。

  ＜参考書籍＞ 「東京大学名誉教推薦」

 バイブレーショナルメディスン
 ‐いのちを癒す「エネルギー医学」の全体像 (単行本) 

 詳細をみる（アマゾンへリンク）→：http://bit.ly/7agCh0

 662ページ あります。

http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://www.FlowerRemedy.com
http://bit.ly/7d8zTn
http://bit.ly/7agCh0


 読み進めるには、物理学の基礎知識 
 （量子力学、電磁気学、相対性理論、次元の概念）

 数学の知識、 基本的な医療の知識がないと
 難しいかもしれません。

 また、洋書版では、ワイルドフラワーエッセンスのプロデューサー
 バルナオ博士の功績についても記述があります。
 1冊、所有していますので、洋書版をご覧になりたい方は
 どうぞお声がけください。

  ただし、フラワーエッセンスは
 「使ってなんぼ」ですし「結果を得てなんぼ」です。（笑）

  しっかりと結果がでる選び方や使い方は、
 バイブレーショナルメディスンの本ほど難しくありません・・・

 というか、誰にでもできて、誰にでもわかるように
 ご説明しますので、ご興味がありましたら
 フラワーエッセンスセラピーレベル１総合講座にご参加ください。
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 

 　フラワーエッセンスの知識が自然に増える。

 　フラワーエッセンスボットは
 　こちらです→http://twitter.com/essencebot

 　Twitterで、2～3時間毎に
 　お花のキーワード特性や
 　ペットケアについて
 　フラワーエッセンス製品の特徴などを
 　ランダムに自動でつぶやくプログラム。

 　 （ essencebot画像：http://bit.ly/8Whijd ）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　Ｑ：ところで、エッセンスボットってなんですか？

 　　　http://twitter.com/essencebotをフォローするだけで

 　　■自然にフラワーエッセンスの知識が増え

 　　■毎日、その日のインスピレーショナルエッセンスを知ることができます。

 　　更に、エッセンスに関するご質問やご相談も
 　　Twitter経由で直接お答えできます。
 　　どうぞお気軽にフォローしてみてください。

  （フォローして頂くと自動でエッセンスボットから
 　フォローが返されますので
 　ダイレクトメッセージも送れるようになります。）

 　　フォローの仕方はシンプル　（PC,携帯共）
 　　───────────

 　1.Twitter日本語サイト　http://twitter.jp　にアクセスして
 　　ＩＤとパスワードを設定するだけで
 　　あなたのTwitterアカウントが完成。

 　2.　https://twitter.com/essencebot にアクセスして
 　「フォローする」　ボタンを押して終了です。

 
 　　無料のTwitterエッセンスボットサービスを使って
 　　ちょっとした時間に
 　　フラワーエッセンスの知識を
 　　どんどん増やして頂ければ嬉しいです。

 　　「フラワーエッセンスの基礎の基礎」に関する
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 　　トピックスは#febb 

 　　フラワーエッセンスの基礎に関する
 　　トピックスは#feb　で
 　　つぶやいていきますね♪

 　　＜#（ハッシュタグ）の使い方＞

 　　例えば、フラワーエッセンスの基礎に関する投稿を
 　　読みたい時は、Twitterの検索窓に、#febと入力すると
 　　#febが記述されている投稿が表示されます。

 　　御茶ノ水女子中学合格されたお子さん達もご愛用。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 　　受験や資格試験対策に。フラワーエッセンス成功体験談
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　寒くなってきましたね。
 　冬休みが近くになると、自分が受験生だった頃を想い出します。

 　年末年始、都内のホテルで対策合宿に参加してたんですよねー。（笑）

 　この季節にお役に立てると想うので

 　今日は、ご家族でフラワーエッセンスを

 　ご愛用頂いているクライアント様から頂戴致しました

 　フラワーエッセンス受験ドキュメントをご紹介いたしますね♪

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

 　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
 　クライアントさんからのお電話です。

 　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。

 ▼数日後、以下のようなメールが届きました。

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

 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。
http://www.flowerremedy.com/archives/card/card1.html

 リーフレス 
http://flowerremedy.jp/?pid=4050981

 プリンセスガム 
http://flowerremedy.jp/?pid=4050333

 トランペット 
http://flowerremedy.jp/?pid=4050650

 ラビット 
http://flowerremedy.jp/?pid=4050924

 wニンフ 　
http://flowerremedy.jp/?pid=4050807

 yフラグ 　
http://flowerremedy.jp/?pid=4049724

 waスモーク で作りました。
http://flowerremedy.jp/?pid=4049876

 (話していたカードを選んだのに納得〓)

 自分を取り戻した様です。

 違いがよくわかったらしく

 オーラスプレー
http://flowerremedy.jp/?pid=4049463

  の話も素直に聞いて使ってくれる様です。

 1日であんなに違うとは...びっくりしました。

 (好転反応か、二回何とも無い所で転びました。滴数間違えたかな？) 

 ふわふわした感じが無くなり"居る"オーラがあります。

 困った時に確実に的確に助けてもらっています。

 ありがとうございました。あとは試験に合格してくれると最高です〓 

 そして、その2日後・・・・。

 ▼画像や、続きはこちらでご覧頂けます。
http://flowerremedy.com/blog/2009/12/post-69.html

 　当日発送、翌日発送宅配便で
 　クリスマスにも間にあいます。

 　フラワーエッセンスのお届けは
 　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp 
 　フラワーエッセンスショップ

 　送料大幅改定。http://flowerremedy.jp/

 　北海道から沖縄、離島まで。全国一律390円発送

 　■送料無料も5250円から
 　　http://flowerremedy.jp/

 　ワイルドフラワーエッセンスは、
 　心身と内面を癒し、幸感アップを手助けする
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 　強力ツールです。

 　私たちは、世の中を、もっと平和で幸せと笑顔に満ちた世界にするために。
 　ワイルドフラワーエッセンスを通じて、ひとりひとりが
 　調和に満ちた人生の幸せと喜びを感じながら
 　その人らしい生き方を体現し
 　自己を社会と分かち合うことによって
 　幸せの輪が一層広がることを応援、実現していきます。

 　活動理念　ご挨拶
http://www.flowerremedy.com/information/aboutus.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　ところで。

 　フラワーエッセンスとか、フラワーエッセンスセラピーって
 　特定のひとにしか効かないんじゃないかとか
 　本当に変われるのか・・・っとか想っていません？

 　大丈夫です。
 　100%保証します。変われます。

 　だって、私だってできたんですし。

 　学生の頃の私はワルガキでしたから・・・

 　今度、1本あたり10円だっけ？の値上げが決まった
 　専売品の例のアレを

 　1日多いときで2箱
 　高校生の時から、何十年と摂取しながら

 　夜明け後の朝食にＴボーンステーキ食べて

 　ブラックのイタリアンコーヒーガブガブいってた私が
 　
 　今では、コーヒーも全く飲まず
 　ホットレモネードや、ハーブティー派で
 　発芽玄米食ですし。（笑）

 　本当はいかがかとは想いますが・・・（笑）

 　生徒さんがマッチョ過ぎる旦那さんに
 　内緒で、バルガのエッセンスを
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4050616
 　毎日お茶に混ぜてたら・・・

 　1本目で、家族の要望をきちんと聞き
 　ケアしながら、リーダーシップを発揮するお父さんに変わり
 　（しかも、本人、全く自覚無いですからね。）
 　

 　同じように
 　ベビーケアやペットケアの場合は、大抵の場合
 　メンタルブロックが無い分
 　反応が、大人に比べてとてもスムーズで瞬時です。

 　ワイルドフラワーエッセンス・セラピーは
 　無自覚でもＯＫで
 　努力を必要とせず誰でも変化できる方法なのですが

 　ちょっとしたコツ（選び方や使い方）が必要なので
 　最初だけは、セラピーか講座で指導を受けて
 　きちんとした方法に則ってご使用なさってみてください。

 　たった1度の体験で、わかります。

 　まだ使用されたことの無い方
 　使用してみたけど、納得の実感や体験を毎回得られていない方は
 　ワイルドフラワーエッセンスセラピーを
 　試されてみてはいかがでしょうか？

 　▼セラピーの内容はこちらでご覧頂けます。
 　http://flowerremedy.com/therapy/index.html
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 >>ご自分やご家族の健康や、スキルアップ、より豊かな人生のために。
 ＿┌────────────────────────────────┐＿
 ＼│　自分自身の内なるチカラを引き出し、人生の様々なテーマに向き合い│／
 　│　解決していくノウハウをフラワーエッセンスを通じて獲得しませんか？│
 ／└┬──────────────────────────────┬┘＼
 ── 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　──

 　　海外の病院やケア・センター等でもケアの一環として行なわれている
 　　『オーストラリアン・ワイルドフラワー・エッセンス』による
 　　フラワーエッセンス講座。

 　　体験重視の少人数制なので、
 　　フラワーエッセンスの体験、体感、知識と、
 　　今後の人生の中で永続的に「使える」実用的なテクニックの両面を
 　　気軽に・楽しく・解かるまで・・サポート。

 　　▼受講後はどう変化するの？　受講体験談
 　　http://flowerremedy.com/voice/index.html

 　　▼開催講座の詳細情報は、こちらでご覧ください。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　フラワーエッセンス・セルフヒーリングから、プロのセラピストまで。

┌───┐
 │。――│　　書籍『西オーストラリア花物語』の講座を、日本で学べる。
 │。＝＝│　　心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディ
│      │
 └───┘自分で自分を癒す知恵とノウハウをマスターするフラワーエッセンス講座

 　　新春の3連休に。

 　　自己啓発と癒しの実践講座。フラワーエッセンス　レベル1
 　　総合コースが開催されます。

 　　フラワーエッセンス講座　レベル１　総合コースベーシックは、3日間で

 　　『フラワーエッセンスの基礎』
 　　『製品知識と選び方、効果的な使い方』
 　　『外用法。耳ツボトリートメント（ストレス、痛み、エネルギーケア他）』
 　　『内服法。花カード診断・調合・滴数査定の仕方、効果的な飲み方』等、

 　　準プロ級の講座内容を、体系だってマスターすることができるコースです。

 　　100％の受講者から、『よくわかった』『楽しかった』と
 　　ご好評頂いています。

 　　▼その理由は？こちらでご確認ください。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　┏━━━目的に応じて、3レベル＋ワークショップ体験━━━━━━━━┓
 　┃
 　┃講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　代表　定政千恵
 　┃
 　┃　[レベル１総合コース3回]　準プロ級コース　レベル度★★★
 　┃　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　　
 　┃　　　3連休集中コース/高尾教室2010年1月09日、10日、11日
 　┃　
 　┃　　平日通学コース/日本橋教室　2010年01月19日、26日、2月２日
 　┃　
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　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
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　人気の総合講座です。
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 　┃　
 　┃　　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）
 　┃　
 　┃　
 　┃　[アドバンス]
 　┃　
 　┃　フラワーエッセンスアドバイザーセミナー（1回＋試験）レベル度★★★
 　┃　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
 　┃　
 　┃　　2010年2月6日：日本橋教室→総合講座で学んだ
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　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を学べます。
 　┃　
 　┃　　ホームセラピスト、ショップアドバイザーを目指す方に。
 　┃　　ペットケアで使用できるエッセンスの使い方と選び方も学びます。
 　┃　　参加証が授与され、さらに、試験合格者には、コース修了認定書が
 　┃　　発行されます。コース修了後、フラワーエッセンス製品を
 　┃　　アドバイザー価格で購入することができるようになります。
 　┃　
 　┃　
 　┃　
 　┃　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2月スタート→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、調合の理論知識をベースとして
 　┃　　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
 　┃　　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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　『まず、体験したい』というあなたには
 　ボディマインド・シンクロワークショップがおすすめ。
 　
 　目で見て、体感して、ボディ調整のスキルや姿勢アップが
 　できる単日のショートワークショップ
 　
 　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

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

 　～編集後記～

 　　今日は、冬至です。

 　　クリスマスは、もともと再生復活を願い祝う
 　　冬至のお祭りと言われていますね。

 　　今日から夏至へ向けてエネルギーが
 　　上昇ベクトルに入ります。

 　　意識も、高く。天に向かって。

 　　上昇エネルギーをよりよく受け取り感じるためには
 　　スニィーズイーズを。

http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html


 　　http://flowerremedy.jp/?pid=4049474

 　　クリスマスやパーティーなど華やかな調和のエネルギーには
 　　オーラスプレーを試されると良いと想います。
 　　http://flowerremedy.jp/?pid=4049463

 　　Hug&Hug♪
 　　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　　(o^(ェ)^o)ゞ

 　　-P.S-
 　　今なら高尾山で、ダイヤモンド富士がみられるよ♪

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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

 フラワーエッセンスボット→http://twitter.com/essencebot

 　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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 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」
----------------------------------------------------------------------
 　このメールマガジンはインターネットの本屋さん「まぐまぐ」
 　を利用して発行しています。
 　購読の解除はお手数ですが下記ＨＰにてお願い致します。
 　まぐまぐマガジン     http://www.mag2.com      ID=0000108972 
────────────────────────────────────
 　発行者：そふとしぇる / FlowerRemedy.com (http://www.FlowerRemedy.com )
────────────────────────────────────
    Copyright(C)  Softshell, FlowerRemedy.com   All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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

 →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
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http://flowerremedy.com/therapy/index.html
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
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 　http://www.flowerremedy.com/m/

 →携帯ミニマガお申込み
 　http://www.flowerremedy.com/m/m.html

http://www.flowerremedy.com/m/
http://www.flowerremedy.com/m/m.html

