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 4月28日（21時18分）、蠍座満月のイマココだけ話。
 【シンクロの起こし方】5月限定特別カリキュラム

 土曜隔週で、ゆっくり体感しながら学べるフラワーエッセンス講座

 フラワーエッセンスの基礎から外用法、内服法まで
 マスターできます。

 メルマガ先行告知【5月限定特別カリキュラム付】

 ▼フラワーエッセンス　セラピーレベル１
 　基礎総合講座　土曜隔週コース　日本橋教室【最終受付】
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。

 　　こんにちは♪

 　　早い方はもう既に、ＧＷに突入される方もいるのかしら？

 　　今日は、蠍座の満月（21時18分）です。

 　　蠍座の満月から、新月にかけて行うと良い

 　　【手放しのワークカテゴリー】
 　　【オススメのフラワーエッセンス】や

 　　5月限定の特別プロジェクト
 　　【シンクロの起こし方】について

 　　ご紹介させて頂きますね☆

 　　最後までおつきあいください♪
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--------☆--------☆--------☆--------☆------

 　蠍座の満月→新月サイクルに行うとよい

 　手放しのワークとフラワーエッセンス

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

 　もう皆さんご存知だと想いますが、
 　新月→満月にかけてのバイオリズムは
 　成長、膨張に適したサイクルであるように

 　満月→新月にかけてのバイオリズムは
 　デトックス、収縮に適したサイクルにあたります。
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 　例えば、読書などの吸収作業は、新月→満月に
 　執筆活動や表現などの排出作業は、
 　満月→新月のリズムの時に行うとスムーズだと言われています。

 　お掃除やデトックスも満月→新月のリズムが狙い目。
 　いつもよりも少ない労力で、効率よく進められることでしょう。

 　さて、その中でも、今日は蠍座の満月にあたる日です。

 　特に、蠍座に関連が深いテーマについて、
 　手放し、表現していくように心がけてみてください。

 　【手放しのワークカテゴリーとエッセンス】

 　■頑固さ・かたくな

 　☆ダンピエラ
 　こうでなければならないというような硬直、頑固さ
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050454

 　☆ゴッデスグラスツリー
 　内なる女の性質が未成熟のために態度がかたくな
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050287

 　☆ピクシーモップス
 　恨んでかたくなな態度を取る
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050624

 　☆オレンジレショノルティア
 　苛酷な人生のためにかたくなな態度を取る
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049893

 　☆イエロー＆グリーンカンガルーポウ
 　不完全さに対して不寛容で態度がかたくな
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049714

 ■抑圧

 　☆イリアリ
 　痛みの記憶を抑圧する
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049773

 　☆キャッツポウ
 　傷ついた時に自分の気持ちを正直に表現せずに抑圧する
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050202

 　☆ダンピエラ
 　固定観念で抑圧的
 　（画像と詳細）http://flowerremedy.jp/?pid=4050454

 ■反抗・対立

 　☆パープル＆レッドカンガルーポウ
 　相手の感情や視点を理解できずに反発する
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050593

 　☆ピクシーモップス
 　恨みが原因で反発する
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050624

 　☆ピンクフェアリーオーキッド
 　センシティブ過ぎて神経過敏に反発する
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050666
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 　☆レッドビークオーキッド
 　自分の責任に対して反抗的
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4051053

 　☆シルバープリンセスガム
 　自分の目標に挫折しているために反抗的になる
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050333

 　☆ハイブリッドピンクフェアリーオーキッド
 　他人の意見に対して神経過敏な為に反発する
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050603

 　☆ホワイトエレモフィラ
 　見通しが悪いために反発する
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050776

 ■停滞

 　☆グリーンローズ
 　前進の願望を諦めて停滞している
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050239

 　☆シルバープリンセスガム
 　目標を達成するのは難しいと感じて停滞する
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050333

 ■所有欲

 　☆ブルーレショノルティア
 　物質に対して利己的
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4050728

 ■デトックス・浄化（全般）

 　☆ブラックカンガルーポー
 　心身に溜まったネガティビティを浄化
 →（画像と詳細）http://flowerremedy.jp/?pid=4050705

 　☆アンティセプティックブッシュ
 　悪影響を浄化し神聖さを現す
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049708

 ■表現（全般）

 　☆オレンジスパイクピー
 　言葉で表現する
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.jp/?pid=4049886

 ■お好きなエッセンスを6種類まで指定することができる
 　あなただけのオーダーメイド・エッセンス
 　☆パーソナルエッセンス
 　（画像と詳細→）http://flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm

 ■これらのエッセンスの【効果的な使い方や選び方】のほか

 ■5分でできる耳ツボを使ったストレスケア
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 ■痛みのマネージメント法

 ■エネルギーの回復アップ法

 ■深層心理からの情報を引き出す花カード診断の方法

 ■ボディレベル～顕在意識～潜在意識～無意識のレベルに
 それぞれ対応させる滴数査定と調合法

 ■効果的な内服の仕方などについて実践しながら

 　自然にマンツーマン感覚で やさしく体得できるようになる
 　少人数制　実践参加型 のフラワーエッセンス講座が

 　5月の隔週土曜日を利用して
 　アクセスの良い東京・日本橋で開催されます。

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

 　次回開催は、ゆったり隔週で学べると人気の
 　「土曜隔週コース」ですので

 　学んだことを、ご自宅で反復しながら
 　ゆっくりじっくり余裕を持って学びたい方に最適です。

 　さらに♪

 　今回は【5月講座限定特別カリキュラムとして】

 　■シンクロが起きるメカニズムと調和する方法についても
 　お話していきます。

 　☆何故シンクロが起きるのか。シンクロのメカニズム

 　☆シンクロを起こす方法・シンクロする方法
 　（フラワーエッセンスをつかって。フラワーエッセンス・シンクロ法）

 　☆シンクロの確認方法と調整のコツ

 　たっぷり丸1日のセミナーに相当する内容を、今回
 　5月講座に参加する方だけに
 　ダイジェストにお伝え致します。

 　本日現在、
 　あと数名、ご参加頂くことができます。

 　ＧＷ中にゆっくりご検討頂いても構いません。

 　インスピレーションや直感でピンと来た方や
 　気になる方は、
 　どうぞリンクをクリックして、先にお進みください。

 　その場でお申込み頂くこともできます。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

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

 人気の「土曜隔週コース」受付中

 ▼詳細はこちらをご覧ください。

  →フラワーエッセンス　レベル1 　総合コース 

 日本橋教室　ゆったり土曜日隔週コース
 『特別カリキュラム付』5月15日、29日、6月12日
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
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 講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　定政千恵

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

 バルナオ博士夫妻からのメッセージ

 ▼フラワーエッセンス講座の様子を動画でご覧頂けます
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 フラワーエッセンスの体験談、講座のご感想は
 ▼こちらで、ご覧頂けます。
http://www.flowerremedy.com/voice/index.html#vs

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

 それでは、みなさん
 どうぞ素敵なＧＷをお過ごしくださいね♪

 　　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” 
         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

-P.S-

 Twitterでも、フラワーエッセンスのこと
 豊かさ、アバンスダンスについて
 引き寄せについて
 エネルギーワークについて
 フォーカスのチカラについて
 潜在意識や無意識について
 などなど、気ままにつぶやいています。

 よろしければ、お気軽にフォローなさってくださいね♪

 Twitterからのご質問も大歓迎です！
 

 ついたー→http://twitter.com/flowerremedy
 エッセンスbotー→http://twitter.com/essencebot 

 各製品ページに、「Twitterでつぶやく」アイコンを導入。
 （画像、詳細）http://flowerremedy.jp/?pid=4048795

 　「つぶやくアイコン」をポチッと押すだけで
 　そのページの製品名と商品ページが、自動入力され
 　つぶやきを、Twitterに
 　簡単に送信できるようになりました。

 　　同時に、Twitterの定政千恵の個人アカウント宛
 ＞　@flowerremedy
 　　にも、メッセージが自動送信されますので

 　　ご感想や、ご質問なども、どんどん気軽に
 　　ついっとしてね♪

 　　フラワーエッセンス・ワールドを、みなさんと
 　　一緒に楽しめたらいいなーっと想っています♪

 ■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。
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 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る
 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。

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

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