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 新月に向かって。ホ・オポノポノ　と浄化を加速させる　フラワーエッセンス。
 講座　奨学金　奨励金 制度 使えます。

 土日の2日間で

 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。

 ▼フラワーエッセンス　セラピーレベル１ (奨学金制度スタート）
 　7月基礎総合講座　土日集中コース　日本橋教室【受付開始】
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
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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。

 　　29日は、講座なので、
 　　前日28日の満月の夜に、Dommuneを聴きながら
 　　ふわふわ～で、執筆しています♪

 　　そうそう。みなさん♪満月なのですヨ☆

 　　満月→新月のバイオリズムは
 　　クリーニングやDetoxに適した時期なので
 　　有効活用してみてね♪

 　　かくゆう私も。
 　　本当は、心のソコから、28日の間に
 　　みなさんにお届けしたかったメルマガですが

 　　私のところに届くメルマガ数で、まず胸焼けをおこし（嘘！笑♪）

 　　本当のところは、満月の力に勝てず
 　　満月→新月のタイミングでの執筆となりましたよ。

 　　（満月→新月は表現にも適しているのです。）

 　　今日は、ホ・オポノポノを、3年以上実践されていて
 　　今回、フラワーエッセンスを相乗的に使われている方からの
 　　体験談を中心にお届けいたしますね。

 　　最後まで、楽しくおつきあいください♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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 　　満月から新月へのバイオリズムは
 　　デトックスに最適な期間 です。

 　　今日は、ホ・オポノポノ　を3年間続けていて、今回
 　　ブラックカンガルーポウ
 　　http://flowerremedy.jp/?pid=4050705で

 　　デトックスを体験されている
 　　Aさんからのメールをご紹介しますね♪

 

 　＝Aさんからの携帯メール＝

 　いつもありがとうございます♪

 　今回は、フラワー・レメディに関しては、
 　ブラックカンガルーポウを単品で飲み続けてみました。
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4050705

 　他の豊かさのためのレメディは、併用しないで、
 　単品で効果を診てみることにしました〓

 　朝起きがけにレモン汁と
 　塩とブラックカンガルーポーを9滴を水に溶かして、飲みました。
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4050705

 　朝だけ飲みました。

 　途中、持ち歩いていたら、漏れてしまい
 　だいぶ減ってしまったこともあり。〓

 【＊注＊　ココから、ほんのちょっとだけ
 　肉体面デトックス描写アリな感じなので
 　お食事中の方（笑）や
 　う＊＊レベルが、苦手な方（笑）は
 　一応、スルーなさってくださいね・・】

 -----------------＜ココから＞-----------------

 　始めの3日間は、便が良く出たことです。
 　普段も日に３度くらい出るのですが
 　5回くらいスルッと
 　細くても長いのがでて、 

 -----------------＜ココまで＞-----------------

 　まず身体のデトックスに効くのかと感心しました〓

 　それから、4-5日経つと、去年、好きだった彼に言われたキツイことばに
 　傷ついた感情がブワッーと出てきて、言われたことばを返すように
 　キタナイことばが吐き出されて～〓

 　自分でもビックリです〓〓

 　2007年から、ホ・オポノポノをずーっと続けて
 　潜在意識の浄化はずいぶん進んでいると思っていたのですが。。

 　昨日明け方に親知らずみたいな奥歯が隣り合わせに二つ生える？

 　それから手で取り出す夢を見て〓

 　この二日間は、眠くて身体がぐったりしています。

 　思考が停止していて
 　予定を考えたりできない状態です。

 　満月が近いせいでしょうか〓

 　次の新月まで、続けて行こうと思っています。
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==================================

 　ホ・オポノポノと、ブラックカンガルーポウは
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4050705
 　とっても相性がいいですよね。

 　意識をデトックスしてクリアリングしていくことで、結果として

 　■軽くなる

 　■受けとれるようになる

 　■インスピレーションが降りてきやすく
 　キャッチしやすいコンディションになってくる

 　■シンクロも起こりやすくなってきます。

 　メカニズムは、また機会をつくってご説明したいと想いますが

 　以上の理由により、右脳的な直観力を求める時にも良いですね。

 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 ＝Aさんへのお返事の後、翌日頂いたメール＝

 

 >misty：Aさんも、ホ・オポノポノされていらっしゃるんですね♪

 >今は、ボディも、マインドも・・ブラックカンガルーポウの
 >プロセスの真っ只中！
 >これからいよいよ後半っという感じでしょうか？

 >変化が楽しみですね。

 >どうぞボトル1本無くなるまで続けてご様子を観察なさってみてくださいね。

 

 Aさん＞〓はい、これから後半のダイナミックな変容の時

 （欲張り過ぎはいけませんね）だと思いますので、

 一本飲み終えるまで続けて行きます〓

 この３日は、満月が近いせいか天体の影響もあるのか

 ずーっと眠くて身体がだるくて、いつも以上に

 左脳が働かず、ぼーっとしています。笑

 

 >misty：私も、ちょうど、ブログに

 >ホ・オポノポノとブラックカンガルーポウについて

 >体験談やコラムを書こうと思っていたところでしたので

 >おおっ！Aさんも！！っていう感じです。（笑）

 

 >ブラックカンガルーポウを使うと

 >速くて、深くて、どばばーーーっという感じですよね。（笑）

 

 Aさん＞〓ホ・オポノポノも素晴らしいツールで

 ここ３年お世話になりましたが、

http://flowerremedy.jp/?pid=4050705


 ここに来て、最後の総仕上げに

 ブラック・カンガルー・ポーに出会えた〓感じです〓
http://flowerremedy.jp/?pid=4050705

 因みに、ブルー・ソーラー・ウォーターで薄めて飲んでいます〓

 〓ほんとうに、定政さんのおっしゃる通りに

 ブラック・カンガルー・ポーは、
http://flowerremedy.jp/?pid=4050705

 早くて、深くて、どばーーーって感じ（笑）です〓

 

 >misty：もしよければ、Aさんも、どうぞイニシャルでご登場なさってください（笑）

 

 Aさん＞〓登場？の仕方わからないのですが、

 皆さまの参考になるならどうぞ私の体験談を

 イニシャルで載せてくださいませ。

 

 >misty：それでは、またよければご連絡くださいね。

 >楽しみにお待ちしています♪

 

 Aさん＞〓はい、私もこれからの変化楽しみにしているので

 ご報告させていただきます〓

 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 Aさん。早速ありがとうございます♪　

 登場していただきました♪　にこにこ♪（笑）

 

 ブラックカンガルーポウのストックボトルは
http://flowerremedy.jp/?pid=4050705

 心身のデトックス（ネガティブな感情の排出など）を

 目的として使われる方が多く

 大変手軽に使えるので
 よければご参考になさってみてください。

 

 ポイントとしては

 1日1回朝起きてすぐに。
 コップ半分位のレモンジュースか
 ミネラルウォーターにレモン汁を垂らしたものに
 ストックボトル6滴を垂らしたものを
 飲用する方法でお摂り頂けます。

 
 実は、私も今飲んでます。（笑）

 
 飲むと、何しろ夢を沢山みます。

 そして夢の中でいろいろ体験し
 また、その夢の中で、解決を図っていくんですね。
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 つい昨日は、大きな癒しがひとつ終わったような
 爽快感を得ました。（笑）

 

 「大きい」とは、それとの繋がりを意識できるところで
 少なくとも20年。

 

 場合によっては、もしかしてコレって・・・
 世代を超えてるんじゃない？っというレベルの
 深いパターンに関係するようなものだったんですね。

 

 超バットな思い込みと感情とパターンが

 「ん？待てよ？」

 「それって私が本当に望んでること？」

 「違うよねー」ってことになり

 今までの「その件」に関する

 自分の常識を超越してみることができました。（笑）

 

 そうしたら、素晴らしい結果に♪

 「コワネガ」と思っていたこと
 （に対する自分の思い込み）の取り扱いを変えたら

 それは「コワネガ」などでは全然なく

  そもそも「コワ」「ネガ」のレッテルは

 じぶんがつくりだしたものであり

 それが今回、取り扱いを変えただけで

 とてもとても素晴らしいものに「変容」してくれましたよ♪

 

 それ以来、生活も魂も、今まで以上に
 気持ちよく、とてもピースフルな心境で暮らしております♪

 ありがたいです。

 
 ソレって、ただ単純に、今までじぶんのなかで

 「ソウダ！」って常識化させてただけで

 意識や魂って、もともと制限ないんですよね・・・って。

 ながくなりそうなので、私の体験談は、このあたりで。(笑）

 それではホ・オポノポノを実践されている方も

 されていない方も（笑）

 満月→新月の素敵なデトックスをどうぞ♪

 ーＰ．Ｓ－

 ハーモニールームスプレーのボトル。
http://flowerremedy.jp/?pid=4049481

 使い終わったら
 ブルー・ソーラー・ウォーターつくってみる？（笑）

http://flowerremedy.jp/?pid=4049481


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

 ■100種以上のフラワーエッセンス製品の【効果的な選び方や使い方】の他
 ■5分でできる耳ツボを使ったストレスケア
 ■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
 　自然にやさしく体得できる
 　実践参加型 のフラワーエッセンス講座が

 　地方からも、都心からも
 　通いやすくアクセスの良い東京・日本橋で

 　少人数制　土日集中講座として7月末に開催が決定。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　さらに♪

 　今回の講座では
 　奨学金、奨励金制度がご利用できます。

 　インスピレーションや直感でピンと来た方は
 　▼どうぞリンクをクリックして、先にお進みください。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　定政千恵

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

 2010年。セラピストになる。

 ▼【レベル３プロ講座】日程決定、受付開始しました。
http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm

 ■バルナオ博士夫妻のメッセージ動画■

 ▼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

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

 　ワイルドフラワーエッセンスとコーチカウンセリングによる
 　ハーモニック・ライフ・デザイン・コンサルティングのコラムは
 　紙面（笑）の都合上、次回まで、お休みとさせて頂きます♪

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

 【編集後記】

 　ちょうど、Dommuneも終わりました♪（笑）

 　明日は、日本橋で講座なので、
 　気持ちよく出掛けてきます♪

 　みなさんも素敵な週末をお楽しみください♪

 　　Love&Light☆彡
 　　フラワーエッセンス・スペシャリスト
 　　さだまさ"misty"ちえ　　(o^(ェ)^o)ゞ

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
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         カラダ・ココロ・スピリチュアル
  “Wisdom is nurturing body, mind and soul” 
         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

 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こうと想います。

 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。

 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。

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

 　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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 フラワーレメディ情報メルマガ「フラワーエッセンス・ジャーナル」
----------------------------------------------------------------------
 　このメールマガジンはインターネットの本屋さん「まぐまぐ」
 　を利用して発行しています。
 　購読の解除はお手数ですが下記ＨＰにてお願い致します。
 　まぐまぐマガジン     http://www.mag2.com      ID=0000108972 
────────────────────────────────────
 　発行者：そふとしぇる / FlowerRemedy.com (http://www.FlowerRemedy.com )
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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
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