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 ミレニアムから9年。
 年末のご挨拶とビジョンのお届けモノです☆
 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

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
 ＜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。

 　みなさん、フラワーエッセンスで
 　場を整え、ヴァイブレーションアップされましたか？

 　今年の大晦日はミレニアムから丸々9年。
 　ひとサイクルの完成と来るサイクルに想いをはせて・・

 　そふとしぇるから、ちょっとマジメな(笑）
 　年末のご挨拶でございます♪

 　全て編集後記的内容となりますので
 　ご興味無い方は
 　スルーして頂くのも手かと想います。(笑）

 携帯でご覧になっている方で全部表示されない方は
 こちらのブログでご覧頂けます。
http://bit.ly/8Si5Ga

 ブログタイトル
━━━━━━━━━━━━━━
 　ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━

 　グレゴリオ暦2009年の大晦日です。

 　個人的には、本当の意味で太陽暦的新年に値する日は
 　冬至のような気がするのですが
 

 　アメリカやイタリアでは

 　さすがに、冬至のその時期は
 　"Holyな空気感"に包まれて過ごしますが

 　日本社会では（敬虔なクリスチャンの方を除き）

 　Partyの雰囲気ばかりで
 　Holyな空気感があまりなく 
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 　そういった意味では、私にとって

 　日本社会全体（の意識）が静かになる
 　グレゴリオ暦の大晦日は

 　この1年間を省みて想い
 　未来のVisionを観るに最適な時間なのです。

  （高尾は土地柄により新年は活況と活気に溢れた
 スタートダッシュな雰囲気なのですよ・・・。笑。）

 

 　さらに、2000年のミレニアムから9年。

 　ひとつのサイクルの完結と
 　新たなサイクルの始まり・・の予感。（笑） 

 
 　で、「じぶんはどうだったのよこの1年」と言えば

 　冒頭の「ありがとうございました。」な1年
 　だったなぁーっと想います。

 

 　例年とは「何かが全く違う感じ」の中で過ごした時間は
 　今となっては、とてもとても有意義な時間であり
 　いつもの時間の何倍も意義深かったように想います。

 

 　平和ボケした「ボディ－メンタルレベル」の繰り返しの時間を
 　80年過ごしていくという幸せもあると想いますが

 

 　2009年と呼ばれる時間は、私にとって

 　「"特別な今"を生きている感じ」

 　「"じぶんがじぶんの未来をつくっている感じ"」を

 　とてもとても強く感じられ
 　新たな気持ちを呼び覚ますに充分な1年でもありました。

 

 　その揺れのなかで

 　"じぶんの中に眠っていた何か"が
 　また新たに確実に目覚めはじめているという
 　強い感覚が沸き起こっています。

 　2009年までのオンザジョッブトレーニングのテスト期間が終わり(笑）
 　2010年から、いよいよ本番という気分です。(笑）

 

 「社会貢献が第一義である」

 
 　2010年は、活動理念・代表挨拶 の信条を
http://www.flowerremedy.com/information/aboutus.html
 　よりダイナミックなレンジで行っていく他に

 
 　新春、仕事はじめの日に行うこととして

 　次世代代替エネルギー（水素エネルギー）開発を行っている
 　環境NPO団体に、2009年の売上の一部を社会投資として
 　寄付させて頂くことなどを、実験的に行っていきます。

 
 　個人的には1990年代初頭から
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 　風力・太陽光・潮力発電支持やmy bag運動
 　オフィスでは、簡易リサイクル梱包、
 　ペーパーレス運動などを行ってきましたが

 

 　ひとつは、運送に関係するマイナスのエネルギー係数を
 　さらに、オフセットできないかなーっと想っていたこと。

 

 　もうひとつは、以前
 　"超有名"人道支援国際団体に

 　マンスリーでチャイルドスポンサーのための
 　寄付していたところ

 　その団体が、程なく
 　超スーパー綺麗な近代オフィスビルを新築なさり

 　ご縁が切れてからというもの・・・
 　なかなか"コレ"という
 　私のモーチベーションをあげてくれるような
 　寄付先と出会えなかったのですが・・・

 　数年前に、志の高い博愛人道に溢れた
 　おもしろいラブリーなおじさんに出会ったので

 　いまこそ彼の推進しているEco啓蒙活動と技術に対して
 　社会投資（貢献）したいと想っています。

 
 　その事業が実現化すれば

 　今の世界的問題の多くが解決される可能性を秘めている
 　プロジェクトだと想いますので。
 　数年後が、とっても楽しみですし、

 　そのための基金を
 　フラワーエッセンスを経由して
 　寄贈して頂いたということにもなりますし

 　その技術の実現は、
 　多くのワイルドライフのためにもなるので

 　まわりまわって、フラワーエッセンス達のためにもなり
 　まさに、サークルオブライフです♪

 
 　従って、長期的にみた場合

 　お腹の空いているひとには、
 　お魚を与え続けるのではなく

 　お魚の釣り方を教えるという理論にプラスして・・・

 　そもそもお魚にとっても良い
 　豊かな環境していくことができますし

 　釣ったお魚を、大金積んで買い取って来る
 　格差システムも癒されますし

 　その背景にある本質的な理由のひとつ・・・
 　も癒す（解決できる）可能性もあります。

 　まとめると・・・2009年までは

 　フラワーエッセンスによる
 　個人の癒し→まとまることによる社会貢献のサイクルから

 　カンタムジャンプして

 　「人類を癒し、人類の自己実現をはじめる」パラダイムの
 　超超超ちっちゃな活動の社会的一歩を踏む。(笑）　ペタッ♪　(笑）



 　来年も、楽しく一緒に♪
 　ご愛顧とサポートをよろしくお願い致します♪

 　フラワーエッセンス　スペシャリスト
 　定政千恵

 
 　-P.S-
 　酔っ払ってないです。（笑）

 　-P.P.S-
 　次回メルマガは、新年らしく
 　ワーク系についてお送りしたいと想います

 　良年をお迎えください♪

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　2010年を充実したステージアップの1年にしたいと想っている方に。
 　現在受付中のフラワーエッセンス講座。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　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新春講座のご案内です。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　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。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　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。
 　┃　
 　┃　　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）
 　┃　
 　┃　
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 　┃　[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

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

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

 　～編集後記～

 　　前回の追伸も、ある意味
 　　自分宛だったようです。(笑）

 　　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

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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
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 　Twitterで、2～3時間毎にお花のキーワード特性や
 　ペットケア、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。
 　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
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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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