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 2月3日春節のマインドワークと水瓶座新月エッセンスワーク
 //ひらめき・解決・予知・啓示・自由・若返り・友情・ケア

 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。

 人生に、フレッシュなエネルギーを取り入れて
 より良くしていきたい方に

 ▼フラワーエッセンス　セラピーレベル１
 　基礎総合講座　ゆっくり平日3回コース【只今受付中】
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 ▼　土日集中コースも【3月講座受付開始♪】
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 　　　　　　　
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 　　◆◆◆　　　フラワーエッセンス★ジャーナル　2011年1月29日　
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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misty@さだまさです。

 　　こんにちは。おひさしぶりです。

 　　2011年も1ヶ月が経とうとしていますが
 　　あなたの2011年のスタートは、どうですか？？？？

 　　私は、既に、激動のスタートです。

 　　「古きを捨て去り、新しく変容する」

 　　守破離でいえば、"離"のプロセスが、
 　　どどどーっとやってきているようですが

 　　それに伴い、たくさんの気付きや
 　　トランスフォーメーションがやってきています。←ありがたいです♪

 　　今号は、そこで、受けたインスピレーションを、いつくか書いてみますね。

 　　また、毎月、メルマガでは
 　　新月のフラワーエッセンスワークの方法とテーマについて
 　　お知らせしています。

 　　2月は、1年に1度の春節の新月です。

 　　世界的視野・客観性・大きな目標の実現・
 　　ひらめき・解決・予知・啓示・自由
 　　若返り・友情・ケアなどを司る
 　　水瓶座で新月が起こります。

 　　あなたが、よりスムーズに幸福になるために
 　　これらのテーマについて、リストアップし、
 　　ワークを進めていくとよいでしょう。
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 　　編集後記も連動していますので、どうぞ
 　　最後までおつきあいくださいね。(o^(ェ)^o)ゞ

 　　携帯でご覧になっている方で全部表示されない方は、
 　　携帯専用メールマガジンをご用意しています。
 　　M0080888@r.mini.mag2.com 宛てに空メールを送信してくださいね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　冒頭でもお伝えした通り、私にとって、2011年の1月は

 　既に、激動のスタートing系で顕現化しています。

 　激動というよりは、「古きを捨て去り、新しく変容する」

 　守破離でいえば、たくさんの"離"のプロセスがやってきているようです。

 　それに伴い、たくさんの気付きや
 　トランスフォーメーションがやってきています。←ありがたいです♪

 　　そこで、もしかしたら＜あなたの役にたつかもしれないので＞
 　　受けたインスピレーションを、いつくか書いてみますね。

 ■「苦労をするな。工夫しろ♪（笑）」

 ■「Good-Bye の質だけ人生の質はあがる♪」

 ■「みんな必要　Love注入♪」

 ■「分離感を癒し、ワンネスへ」などなどです。

 　たとえ、天地がひっくり返るほどの体験と感じるようなことでも
 　人生って、思っている以上に愛情深いもので
 　どんなことにも、必ずいい面をみつけることができたりします。

 　なので、あまりとらわれ過ぎないで

 　できるだけ、それに早く気が付いて、
 　調和できるように、変えること。＝「工夫しろ♪」　ってことかもです♪（笑）

 　そうすると、

 　「なぁーんだ。かえって、快適じゃーん♪」
 　「あーありがたいなぁ♪♪」って

 　喜びと共に、本質を理解できちゃったりします。

 　とはいっても。

 　1度、サバイバルモードのスイッチが入ってしまったら、
 　思考やら感情やらの無意識的パターンって、結構強烈で

 　じぶんがそうなっているとすら、ナカナカ
 　気がつけないこともありますし、
 　気がついたとしても抜け出せないことってありますよね。

 　（だから、ワイルドフラワーエッセンスを使って頂いているのですけど）

 　そこで、コレももしかしたら＜あなたの役に立つかもしれないので＞
 　私流の抜け出すためのコツを幾つかシェアさえてもらいますね。

 【方向性を決める時の私ポイント】

 　■未来は可能性。未知との遭遇。過去の基準だけで、考えないこと。
 　（子供の時は、そんなの当たり前だったんですけどねー笑。）

 ＜過去は未来への肥やし。でも未来は過去の連続ではないよ♪＞

 　↓



 　■迷ったら、魂の求めることをしよう
 　↓
 　■迷ったら、愛と光を感じるほうへ行こう

 　をポイントにしています。

 　どんどん思考をシンプル化していくと、

 　答えはきっと「コレだよね。」というポイントや

 　本当は「コレしたかったんだよね。」とか

 　本当は「コウなりたいんだよね。」とかに

 　行き当たると想いますので

 　あとは、そうと決めてしまい
 　より良い「ソチラの未来」にフォーカスしてください。

 　場合によっては、アチラの未来も
 　未だ現時点では（あなたの心の中に）可能性として存在していますので
 　「ソチラ」にフォーカスし続けてくださいね。＜力を与えてあげます。

 　併せて、じぶんとじぶんの人生を信頼し
 　宇宙（大いなる繋がり）に、フルオープンで、委ねられれば、ほぼ完了です。

 　コンセプト、ベクトルが決まっちゃえば、あとは簡単。

 　それに添った行動をすればいいだけなので

 　コンセプト通り、素直に行動しちゃいましょう。

 　そのバイブレーションにあったレスポンスが返ってくるようになります。
 

 　ただし、たまぁーに、「突然　確認テスト」がやってきたりしますから

 　そんな時でも、ただ、あわてずに、淡々と流れていきましょう。

 　「淡々と」感覚がちょうどいいと想います。（笑）

 　もちろん、実際のセッションでは、クライアントさんに
 　決断の勇気のためにディシジュンコントロール・ワークを
 　行って頂いたり、チャクラワークをやっていただいたり

 　人生の最後の日のじぶんの視点から、現在に戻ってきていただく
 　ワークなども多彩に行って頂いています。

 　若干ですが、今回から、サイトでも
 　カウンセリングのご案内を公開しましたので、
 　もし、ご興味があれば、どうぞご覧になってみてくださいね♪
 　
 　人生楽園化計画実施中♪
 　あなたと一緒にワークできたら最高です☆
 　http://flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm

 　特に、今年の2月～春までは、

 　これからの5～10年の　あなたの生き方とビジョンを
 　できるだけ鮮明にして

 　その事柄に関する種まきを
 　しっかり行っていくと良い時期のようです。

 
 　さらに、春節である2月3日の水瓶座の新月は

 　それらのビジョンをスタートさせるのに

 　ぴったりなタイミングだと想いますので

 　どうぞ　バイオリズムを活用して

http://flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm


 　ぜひ、あなたらしい愛ある楽しい人生を満喫して

 　お過ごし頂ければと想います♪

 　Love!

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　　　春節　水瓶座新月のフラワーエッセンスワークとは？
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ----2月3日は新月です。　
      新月のフラワーエッセンス　ワーク　のご紹介　☆彡　　----------

 　次の新月は、『太陰暦の元日（旧正月）』にあたる『春節の水瓶座の新月』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。

 　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3日（日）AM 11時34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。）

 　ボイドタイムは、2月4日の15:15から19:27です。
 （なるべくはずしたほうがいい時間帯）

 ■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

 　フラワーエッセンス・ワークの方法、オススメのエッセンスは
 　▼こちらでご覧頂けます。
 　http://bit.ly/eSpViU

http://bit.ly/eSpViU


 　フラワーエッセンスのエネルギーと
 　バイオリズムのエネルギーとのマッチングによる
 　素敵なセッションを、どうぞお楽しみください☆

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

─☆─ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ─☆─
 ／｜ ┏┫ 　　　☆☆ 2月のフラワーエッセンス講座 ☆☆　    ┣┓ ｜＼
 　　 ┃┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛┃
 ＼｜ ┗━━━┛                                      ┗━━━┛ ｜／
─☆─      http://flowerremedy.com/workshop/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・・・

 　◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃2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。
 │。──│
 │。＝＝│　　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、たった数日で
 　　　確実に変えていく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）
 　┃
 　┃
 　┃　■ゆったり平日火曜3回コース　2月8日、15日、22日
 　┃　───────────
 　┃　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃
 　┃　人気の短期集中2日間コース　1月8日9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
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 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　講師：定政千恵・プロフィール
 　　http://flowerremedy.com/information/profile.html

 　　ホリスティック・カウンセリングのスペシャリストでもある
 　　代表講師 定政千恵は、フラワーエッセンスの世界的権威である
 　　Sir ヴァスデバーバルナオ博士よりオーストラリアに招かれ、
 　　直々に、プライベート育成レッスンを伝授され、
 　　日本に於けるワイルドフラワーエッセンスの第一人者として
 　　認められている。

 　　スピリチュアリスト、マインドワーカー、
 　　ヴァイブレーショナル・セラピスト、
 　　インスピレーショナル・カウンセラーコーチとしての
 　　豊富な経験から導き出されたそのセッションは、
 　　一部上場企業会長、創業家一族、医師、鍼灸師、看護士、プロバレリーナ、
 　　ミュージシャン等、業界・年代・性別を問わず、幅広い層のクライアントに
 　　支持されている。

 －［講座名］－－－－－－－－－－－－－－－

 フラワーエッセンス講座　レベル1
 総合コース　ベーシック
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 ◆フラワーエッセンス基礎
 ◆プロダクツ使用法
 ◆耳ツボトリートメント外用法
 ◆花カード診断、滴数査定法、調合法、内服用法を網羅
 （フラワーエッセンス講座レベル１　イントロダクション・コース参加証）

 　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。

 　　フラワーエッセンスの基礎から外用法、内服法までを網羅。
 　　総合的にマスターできます。

 　▼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（最終案内）

 　　ゆっくり学びたいあなたには。平日ゆったり（火曜3回）コース
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　土日集中コース　高尾教室【受付開始】
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 ▼フラワーエッセンスのプロになる。

 －［講座名］－－－－－－－－－－－－－－－

 フラワーエッセンス講座　レベル2 
 フラワーエッセンス　アドバイザーセミナー（1回）
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 ◆フラワーエッセンスアドバイザーの心構え、ホワイトライトの瞑想法
 ◆プロダクツ使用法
 ◆ペットケアエッセンスの紹介、使い方
 ◆代表的なエッセンスとその組合せ、使い方の紹介
 （アキュキット＋勉強＋浄化＋パターンをかえる＋三位一体）
 ◆簡易診断の方法（バランスオブマインド編/ ストックボトル編）
 ◆赤ちゃん、妊婦さん、デリケートな方へのサポート
 ◆ストックボトルの使い方（アドバンス）
 フラワーエッセンス・スプレーの作り方、バスの使い方
 調合ボトル製作の為のアドバイスツール、アキュトリートメントツール
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 ◆コース修了試験
 フラワーエッセンス講座　レベル2　
 フラワーエッセンスアドバイザーセミナー修了証、または参加証発行。

 アドバイザーとしての資質とスキルを身に付け
 ホームセラピスト、ショップアドバイザーとして活躍できる
 フラワーエッセンス療法、フラワーレメディのプロへのファーストステップ。
 セラピストを目指すひとには、プロフェッショナルスキルコースも開けます。

 ▼詳細は、こちらのページで、ご覧頂けます。
http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm

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

 　～編集後記～

 　実は昨日、エッセンス繋がりで出会った私の神戸の心友が
 　10年間過ごした元町駅1分のサロンから
 　新天地、三ノ宮徒歩1分の地へ
 　移転されるという話を、ちょう電話で聞きました。

 　この時期、このタイミングで、リフレッシュって、
 　文字通り、とぉーっても良いMoveで
 　話を聞いて、とっても喜ばしく嬉しくおもっているんです。

 　あなたも、お引越しのような
 　目に見える大掛かりなことでなくても良いので

 　「リフレッシュする」、「動かす」、
 　「動く」、「変える」に関係する何かをされると良いと想います。

 　ちょうど、2011年02月06日（日）には

 　ボディ マインド バランシング &ヘッド・フェイシャル
 　シンクロ・ワークショップが開催されます。

 　体は、小宇宙（マクロコスモス）といわれる程、大切な宮で
 　あなたの替わりになる、完成されたボディは、
 　他を探しても、この世に、ひとつとしてありません。

 　リフレッシュされたお引越しも素敵ですが
 　体をリフレッシュすることのほうが
 　インパクトは、より直接的です。

 　体、古いままにしていませんか？

 　もしかしたら、ダイエット効果があがらなかったのも
 　（むしろ、増えてしまうのも!）
 　気持ちが落ち込むのも姿勢のせいかもしれません。

 　2月6日は、
 　フラワーエッセンスセラピストで、パーソナルトレーナーの
 　あっきーから

 　各パーツ3分で。
 　からだのゆがみ、ねじれを解消し
 　締まりあるメリハリ　ボディへ　リフトアップしながら
 　マインド コンディションを整えて、毎日元気に明るく過ごすための
 　一生涯役に立つスキルを
 　ファイスtoフェイスで学び取れるラストチャンスかもしれないので

 　あなたがもし、今スグにでも、リフレッシュしたエネルギーで
 　過ごして生きたい、そのための一生使えるスキルを身につけたいと
 　思われているかもしれないと想い、お誘いしてみました。

 　運動が苦手でも。
 　激しい運動をする必要もありませんので
 　どなたでもご参加頂ける内容ですので、安心してくださいね。
 
 　次回、開催は未定ですなので
 　もし、ピンと来たら
 　どうぞこの機会にご参加くださいね。

http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm


 　当日は、もちろん私も同席しますので、
 　フラワーエッセンスに関する普段の疑問やご質問なども、
 　時間の許す限り、お応えさせて頂きます♪

 　▼詳細は、こちらでご覧ください。
 　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

 　Hug&Hug♪

 　地球楽園計画実施中♪

 　^ー^)人(^ー^
 　Love&Light☆彡

 　さだまさmistyちえ

-P.P.S-
 かくゆう私は10時就寝、4時起き生活実施中♪（笑）

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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

 　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。
 　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 
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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/           
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 →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

http://www.flowerremedy.com/m/
http://www.flowerremedy.com/m/m.html

