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 心身のシェイプアップに関心が高いひとに。　
 専門家から知識を得たり、無料で質問・相談できる　シンプルな方法♪

 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。

 ▼フラワーエッセンス　セラピーレベル１
 　基礎総合講座　日本橋教室　通学コース
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。

 　みなさんは、2010年の活動を、もう本格始動されてます？

 　まだ、調子があがらない？？

 
 　私も、のぉーんびり、ゆったぁあ～りを満喫モードで

 　まぁ、ぼつぼつ始めよっかなぁー的で過ごしておりましたが・・・

 　（頭の中に、緑の豆がぼわわーんっと登場し、そして、そっとささやきました。）

 
 　「ねぇ知ってる？

 　2日ゴロゴロ寝て過ごすだけで、数%の筋肉が落ちるんだってｚｚｚｚ」

 
 　私も、そんな「お正月・・・何日ゴロゴロしちゃったんだろう？」ORZ派の

 　ひとりなのですが

 　そこに・・・・

 　救世主を発見♪(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/7NG5WU

 ブログタイトル
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 心身のシェイプアップに関心が高いひとに。

 専門家から知識を得たり、無料で質問・相談できる　シンプルな方法♪”

━━━━━━━━━━━━━

 　年末、フラワーエッセンスセラピストでもある
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 　トレーナーのみっちーさんが
 　Twitterにアカウントを開設したと聞いていたのでフォロー。

 　そして、ふとタイムライン上のつぶやきを眺めたら・・・・

 　＜みっちー語録１＞ 

 　「あごは、体のどこかを表しているといわれている。
 　今、あごの下をさわってみて、以前よりたるみに気づいたら、用心！
 　腰もたるんでいく可能性高し！」

 私：どきっ・・・。

 
 　＜みっちー語録2＞

 　「冬休みがあけて、様々な方を拝見すると
 　ごちそうを召し上がったようですね。
 　腿の前が随分張っていらっしゃる。

 　腿の前はおなかの張りにつながりますから。
 　腿前のストレッチは、腹筋運動の前に行うと効果的。」

 
 私：はっ・・・はいです！

 

 　＜みっちー語録3＞

 　「カロリーで食事を考えることも必要。でも、食べ方の工夫も必要。
 　中医学の五行で判断すると、酸味のあるものが今の時期はよいようです。
 　エネルギーをため込む肝臓をサポート。
 　かつ、脂肪分解酵素を分泌する胆嚢もサポート。シェイプには食養生も大切。」

 
 私：あうっ・・・。

 
 　＜みっちー語録4＞

 　「首の後ろ付け根は、リンパ液がとどこおりやすいところ。
 　鎖骨と同様に刺激すると顔のむくみ減少。特にあごと頬周辺。」

 私：りょっ・・りょうかいです！

 

 　＜みっちー語録5＞

 　「昼前にほっと一息。両手の小指をマッサージ。
 　肩の動きが拡大します。体もあったまりやすいですよ。
 　やる気の源を注入。」

 私：んーしゃ。やる気注入♪

 

 　ってな感じで、今、こうしてブログやメルマガを書いています。（笑）

 

 　さらに、このアカウントでは、みっつぃーだけでなく、
 　多くの専門家がメッセージを交換しあっているようなので
 　様々な意見をみたり聞いたりできるようですよ。

 
 　以下、みっつぃーのTwitterアカウントの紹介文を転載しますね。

━━━━━━━━━
 　@beauty_shape
 　http://twitter.com/beauty_shape

 　心身のシェイプに関するコミュです。
 　質問・情報等、たがいにやり取り、つながりましょう。

http://twitter.com/beauty_shape


 　ジャンルは、問いません。
 　ヨガ、ピラティス、ルーシーダットン、心身調整、陰陽五行等。

 

 　＊Twitterのアカウント開設法などは
 　こちらの関連記事をご参考になさってください。
 　http://flowerremedy.com/blog/2009/12/post-68.html

 　先に仕組み（システム）を知ってしまうと
 　無駄な努力をしなくてもいいんだっていうことに気がつきますよね♪

 　もっともっと楽で効果的でＯＫ♪
 　そんな方法なので、是非一度、やってみてね♪

 ‐追加情報‐

 　今月21日に開催される
 　フラワーエッセンスの特別ワークショップ（受付中）では
 　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

 　みっつぃーさんから直接指導を受けながら
 　即効で結果を得られる方法をマスターできます。

 　→動画で効果を公開中
 　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　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

 　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。
 　┃　
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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

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

 ■ＰＲ■─────────────────
 メルマガ読者のみなさんに、ひとつの可能性として
 「国際ＮＧＯ　R水素ネットワーク」をご紹介させてください。

 2分でわかるR水素の動画→http://bit.ly/F8JNW

 太陽や風力・地熱などの再生可能（Renewable)で
 主に身近な水（H2O)などを電気分解して得るR水素で
 地域で電気や燃料をなどを得ることができテクノロジーは既にあります。

 世界の気候変動や戦争・貧困などの負のサイクルを解決する
 マスターキーとして期待されています。
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 新しい文明のための正のサイクルに世界を変えていくためにも
 皆さんの積極的な協力が必要ですのでよろしくお願いします。

 ぜひ contact{at}rh2.org までご連絡下さい！

────────────────────

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

 　～編集後記～

 　　年末のブログとメルマガで
 　　次世代代替エネルギー（水素エネルギー）開発を推進している
 　　環境NPO団体に、2009年の売上の一部を社会投資として
 　　寄付させて頂くという件で、送金先について連絡をしたところ
 　　http://flowerremedy.com/blog/2009/12/post-72.html

 　　団体を主宰している@chooneuiさんから
 　　http://twitter.com/chooneui
 　　現在、スタッフと、システムを構築中なので
 　　まずは、みなさんにお知らせをして欲しいという
 　　要請を頂きましたので、今回のメルマガより
 　　リサイクル可能な水素について
 　　PR広告を掲載させて頂きました。

 　　YouTubeの
 　　2分でわかるR水素の動画→http://bit.ly/F8JNW

 　　Ecoに関心がある方
 　　生命により良い環境つくりに興味がある方は
 　　みてね♪

 　　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

 　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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