カムナcafe・フロンティアショップ通信
←手作りイヤシロチの
カフェになった
カムナcafeでの講演会

＜２０１６.３版＞

くつろぎの空間

健康と美と幸せの店

「死んでもいいくらい」

Sei（セイ；フロンティアショップ・カムナcafé代表）
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3/6（日）・実践
（日）・実践！
・実践！カムナファーム～フロンティアショップ

※各イベントの詳細はフロンティ
ア・カレンダー
http://www.fij.jp/#fshop_calendar
からどうぞ

＜摘みたてサラダで病気知らず。ベランダ菜園の実践会＞

3/9（水）
（水）天野聖子先生の「大いなる自己との対話」対話法/体験
「大いなる自己との対話」対話法 体験
＜この行法の創始者から直に学べる貴重な機会をお見逃しなく！＞

3/12（土）上手
（土）上手な生き方、賢者に
）上手な生き方、賢者に学ぶ
な生き方、賢者に学ぶシリーズ～
学ぶシリーズ～楽しく生きる会、グリーンオーナー倶楽部
＜講師：光郷城畑懐・中村訓社長、大下伸悦＞

3/18（金） ・治るチカラ、６～市川加代子

※ トップページとは、フロンティア
ショップまたはカムナcafeのホーム
ページです。

＜肝腎脾ビワ葉罨法と里芋パスタ。心の筋肉。＞

・自分で治す～
自分で治す～Sei

※ 予定はどんどん更新されていま
どんどん更新されていま
す。最新の開催予定はインター
最新の開催予定はインター
ネットでフロンティアショップトップ
ネットで
ページ(※)のフロンティアカレンダー
をご覧いただくか、各主催者にお
問い合わせください。

＜健康と美と幸せ～花粉症対応。髪を増やす＞

3/26（土）食と農と健康の祭典
（土）食と農と健康の祭典 in 名古屋～在来種の
名古屋～在来種のタネ～
種のタネ～GOPグリーン
オーナー倶楽部＜講師：神谷成章氏、大下伸悦氏、GOPの輝く先駆者たち＞
3/26（土）言霊百神
（土）言霊百神/学びと実践の集い
）言霊百神 学びと実践の集い～
学びと実践の集い～大下伸悦・加津間広之
＜これまでの受講者たちが発信側に！さらなるワークも＞

3/27（日）定例「GOP/夢をもって楽しく生きる
夢をもって楽しく生きる/メンバー交流会
定例「
夢をもって楽しく生きる メンバー交流会～
メンバー交流会～フGOPグリーンオーナー倶楽部

これまで掲載していた全国で行
われている有意の人の活動カレン
ダーも、フロンティアカレンダーに
掲載されています。
「何かの会員じゃないと参加でき
ませんか？」という質問がよくあり
ますが、興味がある人は誰でも参
加することができます。 初めてご
参加される方が増えています。

＜運を引き寄せ合う。生きがいの創造の支え＞

（なんのためのホッとひと息？～Sei）
◆ カムナcafeに超ヘルシー。
健康軽食メニュー登場！
◆新フロンティアショップサイト開設！
イベント情報やカムナcafe情報など
が充実。
◆ ENEX発酵万能還元水用セラミック
「水宝」がさらにバージョンアップ！
ソマチッド水宝に。
◆最終日曜の食と農の真実が、GOP
メンバー交流会に！紹介があれば
誰でも参加可。

ホッとする時間が得られるなんて想像もできない感じでしたけど、先月ここで書いた「効果抜
群」の話。やっぱり効果抜群でした。だって、あれから、ホッとひと息できた時間を得られたことが
２～３度あったんです。 ほんの数分だったり、数十分だったかもしれませんけど、中小企業の経
営者なら理解できますよね。 覚えてますか？ 「それで良し」の話です。
そうです。経営者の張りつめた思いと時間は、多分その家族だって理解も想像も出来ないんだ
と思います。これをご覧の中小企業の経営者のかた。貴方の気持ち、おいらは解りますよ。
あなたも、おいらの気持ちをわかってくれますよね。船井幸雄先生はそれを本にも書いてくださっ
てました。 こうやって、自分の状況、気持ちを誰かが解ってくれてるって思うこと。
とっても大事だと思います。というか、ホッとします。ほんの少しの間ですけど、
また、明日も顔晴（がんば）って、家族、周り、みんなのためにやるぞっていう
気になりますよね。
そのためのホッとひと息だったんですね。

いま私たちに必要な情報～それは問題ではない、課題なのだ。
＜夢をもって楽しく生きる会・GOPグリーンオーナー倶楽部主催、大下伸悦のコラムより＞

◎愛知県名古屋市内（イーブル名古屋、女性会館350人収容3階ホール）でのスプリングフェスタ「食と農と健康」の
祭典。3月26日。ゆったりと行います。早くも予約で5割が決まってしまいました。
◎冬の野菜が真夏の猛暑の中でできてしまう。露地栽培でですよ。しかも猛暑のなかでは涼しく育つ。シロウトほど
上手にできてしまう。野菜に近づく虫が感電死してしまう。
◎化成肥料とも農薬とも全く無縁な栽培法ですが、その時用いる耐久材（5年でも10年でも持続）のお披露目が期
待できます。在来種の種も用意します。
◎運を引き寄せられない方は近づかないでくださいね。（笑
◎冬に凍らず、真夏に涼しく野菜を育てる。野菜は生育環境があっていれば人間の思惑に関係なく育つ。
◎一晩に60センチの豪雨でも水がスルスルと吸い込まれていく畑をつくっておいたら野菜に困らないじゃないか。
◎創造を楽しむ…。 世のなかに困ったことは起こらない。起こるのは、創造の素材としての現象だけだ。
◎生きがいの創造の鎖を切るな。切ったら老人監獄入り。突き落とされる。ある意味、自分が招いた結末なんだよ。
◎問題は「問題だとする自分の内面の問題なのだ」。「問題」なのではない。それは、「課題」なのだ。創造のための
好奇心の対象なのだ。

すべてを浄化・発酵・還元する
マイナスイオンたっぷりの水
病院に行かずにご自宅で
薬のような水が作れます！
繰り返し一生使えて経済的です

Seiブログ

「Vol. １１９大陸が沈む前兆～原発、軍拡、深海」より

それくらいしかできないのではありません。
ソマチッド「水宝
水宝」半球型)
水宝
フロンティアショップ本物商品

Enexソマチッド水宝（すいほう）

あなたはエネルギーを作る仕事に就いていないから出来ない、エネル
ギー分野で自分のやれることはないと思いますか。

「水宝
水宝」
水宝
38mm玉

お金と同じに、毎日エネルギーを使っていませんか。

エネックス発酵万能還元水用セラミック

思いを乗せて使うことで全体が変わる。同じことです。

あらゆるものを発酵させる奇跡の水！
あらゆるものを発酵させる奇跡の水！
３月は記念価格

Enex水宝
Enex水宝＜３８㎜玉＞: 1個 30,000円（+税）

１個30,000円

軍が戦争ではなく、皆が喜ぶ存在になるのに、あなたが軍に関わる立
場にいないと何も変わらないと思いますか。軍が動く元は何ですか。

さらに数倍のソマチッド・健康パワー！
さらに数倍のソマチッド・健康パワー！

Enexソマチッド水宝
Enexソマチッド水宝＜半球新型＞ : 1個 35,000円 （+税）

人の思いですね。お金と同じに、人の思いが乗って軍も動きます。
動く原資はどこからきますか。

むずかしーんだよ
先日はにゅーいんしたあたいを
しんぱいしてくれたみんな、
メッセージくれてありがとーね。
おれいに、とっておきの顔を見
せてあげるね。でもね、、、

今はあなたの支払う税金ではないですか。
深海生物がどんどん現れるのは、どれ程海底の地形がすでに変わっ
ているかを知らせるメッセージです。
大陸が消える前も深海からのメッセージが最後でした。
もう間に合わないと思いますか。
深海はあなたの心の奥の姿だというのに。

へへっ！
むずかしーんだよ、この顔。。
＜全文はSeiのブログで＞

＜カムナ
カムナcafé
caf ・フロンティアショップ綱島(つなしま)＞
〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町２丁目13-3
Tel: 045-520-4044（受付オフィス・横浜） Fax: 020-4664-1131 （横浜・綱島共通）
店舗Tel: 045-642-4657 / Fax: 045-642-4647
お問合せダイヤル 01200120-645645-121 または

メール::

本物ショップホームページ

info@fij.jp （ support@fij.co.jp

045045-520520-4044

が info@fij.jp に移行しています ）

http://www.fij.jp/ ・ 携帯サイト

http://www.fij.jp/m/ ・ カフェ http://www.fij.jp/cafe/

●東急東横線綱島駅東口出口から徒歩約6分、西口出口から徒歩約7分 ●東急東横線大倉山(神奈川県)駅東口出口から徒歩約17分
■ 地図・写真付き道順は「芸術文化情報ステーション東日本」「カムナcafe」「フロンティアショップ綱島」で検索

