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 山羊座新月のフラワーエッセンスワーク♪　（目的達成、成功、処理能力など）

 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

 　┌──┐。∵☆フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　◆◆◆
 　◆◆◇◆◆　
 　　◆◆◆　　　フラワーエッセンスジャーナル　2010年01月13日
 　　＼∥／　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━
                                                         
 　　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。

 　今年は、満月のお正月で明け、
 　あと数日後には、今年初の新月を迎えます。

 　山羊座にあたる新月の願いごとのキーワードは

 　老後の安定、対処法、責任、
 　目標達成、成功と承認、処理能力
 　・・・など。

 　お勧めの関連エッセンスを
 　ご紹介していきます。

 　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/5kkTBo

 　----1月15日は新月です。　 
 　新月のフラワーエッセンス　ワーク　　☆彡　　-------

 　◆なぜ新月にワークするの？◆ 　

 　私たちのバイオリズムは、天体のバイオリズムと連動しています。

 　その中でも、地球に最も近い天体である月のリズムは
 　潮の満ち欠けや、女性の月経周期などに
 　影響を与えていると言われています。 

 　また、新月の時はあらゆる作物が良く育つといわれ
 　どんなことでも　新月の日に新しい事をスタートすると
 　通常より早いペースで成長すると言われています。 

 
 　1月15日は、新月です。 
 　新月のサイクルに併せて
 　フラワーエッセンスのセッションをはじめてみませんか？ 

 



 　■今月の新月は、山羊座に位置する新月です

 　☆ 1月15日（金）AM 4時12分～ 

 　8時間以内のスタートがベストです。

 （なるべく48時間以内には、スタートしたいですね。）

 

 　■山羊座のアスペクトと関連する願いごとのキーワード 　

 　老後の安定、対処法、責任
 　目標達成、成功と承認、処理能力　・・・など。 

 　■主な願い事のカテゴリー

 ・将来に備えるための願い事
 ・責任ある行動で成功を呼び込む願い事
 ・目標達成に向けた願い事
 ・成功を手にするための願い事
 ・処理能力を向上させる願い事
 ・権威者との上手なつきあいを促す願い事
 ・過剰操作を控える願い事 

 

 　■関連のある身体の部分・症状

 　骨と関節/膝/関節炎とリュウマチ
 　胆嚢と胆石/皮膚・乾癬・かゆみ 

 

 ＜フラワーエッセンス・ワークの方法＞ 

 １．カテゴリーやテーマを決めて、花カード診断を行い
 調合ボトルを入手、または自作してスタートする方法 

 フラワーエッセンス　セラピーでは、お花のカードを使って
 あなたの潜在意識や無意識のレベルに介在する本質にフォーカスをあて
 あなたを癒し、願いを実現するためのフラワーエッセンスを
 深層心理から しっかりと選ぶことが出来ます。 

 

 ▼まずは、無料花カード診断を行ってみる。 
http://www.flowerremedy.com/archives/card/card1.html 

 

 ２．キーワード検索を行い、該当したフラワーエッセンスを入手して　スタートする方法
 

 
 ▼キーワードによる検索を行ってみる
http://www.flowerremedy.com/flowerremedy/symptomguide1.htm 

 Windowsパソコンをお使いの方は、CtrlとFキーを同時に押してみてください。 

 検索窓が開きますので、キーワードを入力するか
 キーワードの一覧から、該当する項目を探ってみてください。 

 　山羊座のキーワードに関係するオススメのエッセンス（画像付き）は
 　こちらでご覧頂けます。
 　http://bit.ly/8TtKAX

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　続いて、2009年新春開催講座のご案内です。

 　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。
 　フラワーエッセンス講座、最終受付



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

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　1月19日から、
 　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
 　総合コースが日本橋教室で開催されます。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　こちらの講座は、フラワーエッセンス全般について
 　　集中して、しっかり身につけたい方や
 　　プロへの道をお考えの方にお勧めしています。

 　　親子関係、恋愛関係、職場関係、自己実現、スキルアップ、健康・・・など
 　　人生の様々なテーマについて
 　　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伝授します。

 　　イントロダクションコースは短期集中で3日間の設定ですが、
 　　内容は、準プロフェッショナル級の内容になっています。

 　　数少ない平日開催講座ですので
 　　土日が忙しい方は、どうぞこの機会にご受講なさってくださいね。

 　　また、最短で2月6日開催のプロ講座
 　　アドバイザーセミナーへの参加資格が取得できます。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm

 　　▼興味がある方は、是非、続きをお読みくださいね
 　
 　◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃　フラワーエッセンスセラピーレベル１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://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=25

 　　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＋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
 　┃　
 　┃　　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）
 　┃　
 　┃　
 　┃　[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。

 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～

 　　週末の講座に、大阪からご参加頂いた生徒さん。

 　　講座の空時間を利用して
 　　高尾山でお参りとお土産を求めていらっしゃっいましたが

 　　来週、レベル１講座が初開催される
 　　日本橋教室の近くには、有名な水天宮さんがあります。

 　　水天宮は、水と子供を守護し
 　　水難除け、農業、漁業、海運、水商売、
 　　また安産、子授け、子育てについての信仰が
 　　よく知られていますが

 　　きっと・・
 　　エッセンス＝お水のご縁なんだなぁーっと
 　　今更、気がついたところです♪（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

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


