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 水瓶座の新月フラワーエッセンスワーク☆彡
 ひらめき・解決・予知・啓示・自由・若返り・友情・ケアなど

 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。

 ▼　日本橋教室　　初の土曜通学コース 【最終受付】
 フラワーエッセンス　セラピーレベル１　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。

 　　今日は、建国記念日。そして、いよいよ
 　　2月14日は、旧暦のお正月 and バレンタインズデー
 　　and 水瓶座の新月を迎えます。

 　　今日は、春節の水瓶座新月に行いたい
 　　とっておきのフラワーエッセンスワーク
 　　をご紹介しますね♪

 　　テーマは、ひらめき・解決・予知・啓示
 　　自由・若返り・友情・ケア等です。

 　　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/a8o0ly

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　2月14日は、旧暦のお正月でしかも新月ですねッ♪
 　　
 　　水瓶座新月のフラワーエッセンス・ワークのご紹介です。

 　◆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。

 　その中でも、新月の時は
 　あらゆる作物が良く育つといわれ
 　また、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。

 　2月14日は、春節の新月です。



 　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、水瓶座に位置する新月です☆

 2月14日（日）AM 11時53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。）

 ■水瓶座のアスペクトと関連する願いごとのキーワード

 　ユニークな解決方法、革新的アイディア
 　ひらめき、予知、人道的姿勢、啓示、自由
 　若返り、ユーモア、客観性、友情、温かみ、ケア
 　・・・など。

 ■主な願い事のカテゴリー

 　・「発明」革新的なエネルギーを刺激するための願い事
 　・「未来」明るい未来をもたらすための願い事
 　・「人道的姿勢」人道主義を呼び起こすための願い事
 　・「啓示」胸がときめく体験を引き起こすための願い事
 　・「大局」大局をみる目を持つための願い事
 　・「友情」友情を育てるための願い事
 　・「ケア」他人への関心を高めるための願い事

 ■関連のある身体の部分・症状
 　足・ふくらはぎ/血液循環/痙攣・発作
 　下肢静脈瘤

 ▼ワークの方法、オススメのフラワーエッセンスは、こちらでご覧頂けます。
http://flowerremedy.com/blog/2010/02/post-75.html

 みなさんの願いが実現しますように♪　

 応援しています☆　８（＾ー＾８）（８＾ー＾）８

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　続いて、
 　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、最終受付のご案内です。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 ＜＜迷っているあなたに、セカンドチャンス到来かも？！＞＞

 　西暦2010年がスタートして、早1ヶ月。
 　そろそろ成果は現れてきましたか？

 　もし未だ、現れていない、変化がみられない
 　あなたにも。　2度目のチャンス到来かも。

 　【いよいよ最終受付】2月12日AM9:00まで。

 　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
 　日本橋教室・土曜コースが
 　旧暦の大晦日にあたる2月13日から
 　スタート＆初開催されます。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　私達、日本人は、いにしえの時代より



 　農耕社会型の民族でしたから

 　私達にとって暦は、
 　自然界のバイオリズムである月齢と関係が深い
 　太陰暦（農耕暦）のリズムのほうが
 　DNA的にもしっくりくるようにできています。

 　年賀状によくみかける「迎春」という言葉は
 　春節（旧暦のお正月）を過ぎて春を迎えますよ。
 　生命が息吹き始めますよ。という意味で

 　「新しいことを行う」種蒔きのタイミングとしては
 　最も適した時期でもあります。

 　さらに、今年は、春節と新月とが重なって訪れますので
 　特徴際立つヴァイブレーションとなります。

 　今まで、タイミングを逃してしまっていた方
 　先送りしていた方
 　迷っていた方にとっては

 　今回のコース日程設定は
 　「新たらしいことをスタートする」
 　セカンドチャンス以上の
 　ベストタイミングとなるでしょう。

 　今回ご案内しているフラワーエッセンス総合講座は
 　3日間の参加だけで
 　これら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し
 　一生涯使えるノウハウを伝授していきますので
 　例えば以下のようなテーマと適用範囲に対して
 　実際的なアプローチを行うことができるようになります。

 　確認テスト

 　■あなた自身や周りのお友達、ご家族について

 　□親子関係
 　□恋愛関係
 　□仕事・職場・資格・勉強
 　□パートナーシップ
 　□健康面
 　□幸福感・安心感
 　□将来の展望・ビジョン

 　この中で、問題があるとおもわれる項目と
 　それぞれの全体のバランスと満足度は
 　どうなっていますか？

 　『改善ポイントチェックシート』で『みえる化』してみてください。

 　▼改善ポイントのチェックシートは、こちら（PDF）
 　http://flowerremedy.com/workshop/lifecircle.pdf

 　文章閲覧パスワード：999

 　さらに、2月13日より開催される本コースは

 　■アクセスのよい日本橋教室
 　■初の土曜日開催講座

 　の両方を満たしている数少ないコースですので
 　週末のご都合が良い方は、迷わず
 　このタイミングをご利用ください。

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

 ┌───┐　　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。

 　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　┃
 　┃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02月13日、20日、27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22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。
 　┃　
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　▼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、将来の可能性のひとつとして
 「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。

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

 　　～編集後記～

 　　変化は2年に分けてやってくる？！

 　　2009年は、変。
 　　2010年は、化。



 　　今までと違うなと感じた2009年。
 　　こんな感じになるのかなと感じる2010年。

 　　仮定の2009年と
 　　顕現の2010年。

 　　そんな感じ、真っ只中です(笑）

 　　どんな環境でも良い面をみつけ、活かし
 　　イキイキ楽しむ能力をアップさせよーねー♪

 　　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-
 今年は、大々的に旧正月をお祝いしますので
 14～16日まで、3日間完全休業します♪（の心つもり）

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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


