
 2010/08/10 【更新版】　
 獅子座新月のフラワーエッセンスワーク(創造性、決断、愛情、絆など）

 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
 　基礎総合講座　土日集中コース　高尾教室【受付中】
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 ▼平日ゆっくり学びたいあなたには
 　基礎総合講座　平日3日間コース　日本橋教室【受付中】
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 ＜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　
 　│＼／│　　　フラワーレメディ情報マガジン 　　　　　　　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　　◆◆◆
 　　　◆◆◇◆◆　
 　　　　◆◆◆　　　フラワーエッセンス★ジャーナル　2010年8月10日
 　　　　＼∥／　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━

 　今スグ携帯から
 　M0080888@r.mini.mag2.com 宛てに空メールを送信してネッ♪
 　▲クーポンがもれなくもらえちゃう携帯ミニマガ発刊中☆

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　こんにちは♪
 　　フラワーエッセンス　スペシャリストのMisty＠定政です。

 　　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、【獅子座の新月】

 　　【獅子座新月のテーマ】を中心とした
 　　「フラワーエッセンスワーク」をご紹介していきます♪

 　　テーマは、決断力、創造力、愛情、
 　　心の絆、祝福、尊厳、遊び・・・などです。

 　　それでは、最後までお楽しみください♪

*★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

─☆─ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ─☆─
 ／｜ ┏┫ 　☆☆ 9月のフラワーエッセンス講座 ☆☆　        ┣┓ ｜＼
 　　 ┃┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛┃
 ＼｜ ┗━━━┛                                      ┗━━━┛ ｜／
─☆─           http://www.flowerremedy.com/blog/            ─☆─
 ／｜＼                                                        ／｜＼

 　　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
 　　親子関係、恋愛関係、職場関係、自己鍛錬、自己実現、スキルアップ、健康・・・

 　◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃　9月　基礎総合コース　　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。
 │。――│
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 │。＝＝│　　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://flowerremedy.com/blog/2008/10/post-17.html

 　　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━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃
 　┃講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　代表　定政千恵
 　┃
 　┃
 　┃　■基礎/ 総合講座　レベル1（準プロ）
 　┃
 　┃　人気の短期集中コース　9月11日12日
 　┃　───────────
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃
 　┃
 　┃　■ゆったり火曜平日3回コース　9月21日、28日、10月5日
 　┃　───────────
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃
 　┃
 　┃　■フラワーエッセンス・アドバイザーセミナー　
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
 　┃
 　┃
 　┃
 　┃　■プロフェッショナル・スキル講座（セラピストレベル）
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　　　　　　獅子座の新月のフラワーエッセンスワークとは？

 　◆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。

 　　また、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。

 　　そのなかでも、新月のリズムを活用すると
 　　あらゆる作物が良く育つといわれ

 　　さらに、様々な事柄についても
 　　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。

 　　8月10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？
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 　■今月の新月は、獅子座に位置する新月です☆

 　　獅子座新月のスタート時間

 　　8月10日（火）PM 12時09分～ 

 　　時間が過ぎたことを確認してからスタートしてください。

 　　新月開始から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。）

 　■獅子座のアスペクトと関連する願いごとのキーワード例

 　愛とロマンス、創造力、寛大さ、祝福・遊び、尊厳、決断力
 　　短気、傲慢さの改善・・・など。

 　■主な願い事のカテゴリー

 ・「心の絆」　心の絆を強める願い事（恋愛・子供・デート・出会い）
 　・「創造力」　創造的活動に関する願い事（熱意・創造的プロジェクト・芸術的表現・
 自己実現・情熱）
 　・「愛情」　寛大な愛を育むための願い事（忠誠心・寛大さ・喜び・勇気づける・親切
 ）
 　・「遊び・祝福」　人生を楽しむための願い事（楽しみ・遊び・スポーツ・休暇・冒険
 ）
 　・「尊厳」　尊厳を増すための願い事（承認・中心人物・自信・輝き・博愛）
 　・「決断力」　傲慢さを抑える願い事（プライド・過剰表現・自己中心的・親分風） 

 　■関連のある身体の部分・症状
 　　背中・背骨・/炎症/憔悴

 ▼ワークの方法、オススメのフラワーエッセンスは、こちらで詳しく♪
http://bit.ly/9TUR47

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　ダイエット効果があがらなかったのは姿勢のせい！？

 　　激しい運動が苦手なあなたに。

 　　各パーツ3分で。
 　　からだのゆがみ、ねじれを解消しながら
 　　締まりあるメリハリ　ボディへ　リフトアップ↑

 　　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

 oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。

 　　　　　　フ┃ラ┃ワ┃ー┃エ┃ッ┃セ┃ン┃ス┃　　
 　　　　　　━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛　　　
 　ボ┃デ┃イ┃バ┃ラ┃ン┃ス┃調┃製┃ワ┃ー┃ク┃シ┃ョ┃ッ┃プ┃　
 　━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛

 　　　フラワーエッセンスセラピスト＆
 　　　骨格のプロ。パーソナルトレーナーのあっきーさんとの
 　　　コラボレーション　ワークショップのお知らせです。

 　　　パーソナルトレーニングの
 　　　スキルと
 　　　ノウハウと
 　　　ボディラインを
 　　　通常ではありえない参加費で受講可能！！

 　　oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。

 ～お勧めポイント～

 ■ビフォー＆アフターをその場で確認。足首、ふくらはぎ、ほっそり体験。

http://bit.ly/9TUR47
http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html


 ■足と腰がぐーっと伸びます
 ■両足の長さとバランスが揃います
 ■膝と太もも、腰がぐっと絞まります
 ■お腹がきゅっと締まります
 ■脇と肩をきゅきゅっと締めてピンとした姿勢に
 ■背筋がスっと伸びてバストがツンと上向きに
 ■肩がストンと落ちて肩こり、呼吸も楽に

 ■左右前後の重心バランス、均整がとれた体で、運動効率がアップします
 ■芯が通ったしなやかな心と体つくりに

 　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
  

 【開催日程】　2009年10月23日（土）　日本橋教室

 第1部　13時～14時　 フラワーエッセンス入門（講座初参加の方向け）

 第2部　14時30分～16時　フラワーエッセンス・ボディ調整ワーク

 受講オプション

 第3部　16時30分～17時15分　フェイシャルボディシンクロWS

 　当日オプション
 　トレーナーによるボディ調整・個別指導。フェイシャル調整。

 　▼詳細、お申込はこちらです。  
 　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

 　会場の関係で、席数に限りがあります。
 　お席は、参加費のご決済完了後の確保となりますので
 　ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

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

 ☆プロフェッショナル・スキル講座修了者のセラピストの方で
http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm

 専門スキルをお持ちの方、フラワーエッセンス・インストラクターに
 関心をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。

 コラボレーションセミナー講師をはじめとした講師養成プロジェクトに
 ご参加頂けます。

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

 oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。

 ☆☆編集後記☆☆

 　　この所、Ｔスクエア、グランドクロス、獅子座新月と
 　　天体の配列が活発ですね♪

 　　さらに、ペルセウス流星群も13日～14日極大をむかえるそうです♪

 　　新月の時期ですから、天候に恵まれていれば
 　　好条件で観察できるようなので

 　　できれば、キャンプ地で
 　　夜空を眺めていたいなぁ・・・

 　　ではではみなさん♪

 　　どんどん進化、Ver UP しちゃってください☆

 　　Hug&Hug♪

 　　フラワーエッセンス・スペシャリスト　
 　　さだまさMistyちえ

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

 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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 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。
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────────────────────────────────────
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 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★
 　 
 　　 　　 http://www.FlowerRemedy.com　（HPはココをクリック！）
 　　 
 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★

 →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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