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  ■■■
   ■■■  今号のトピックス   "はじめまして（≧∀≦）ノ"
  ■■■

 こんにちは♪♪

 そふとしぇる・さだまさです。
 このメルマガは、そふとしぇるご利用経歴のある方、
 メルマガ登録者の方々にお届けしています。

 只今、まぐまぐの登録準備中。
 リニューアル創刊準備号では、最新のワークショップ情報等を、
 一早くお知らせ致します！！

 次号のメルマガ配送をご希望の方は、
http://www.FlowerRemedy.com/information/mailmagazine.htm
 より、メルマガ購読の正式登録をお願い致します。
 （未登録の場合は、配送されません。）
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 │トピックス│ フラワーエッセンスジャーナルは、そふとしぇるご利用経歴 │
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 　　◆◆◆
 　◆◆◇◆◆　　
 　　◆◆◆　　　今月オススメのフラワーエッセンス（お花の紹介）　　
 　　＼∥／　　　スター・オブ・ベツレヘム

 春。新学期、新年度、新しいことにチャレンジする・・・
 そんなときにピッタリのフラワーエッセンス・スター・オブ・ベツレヘム。

 新しい思考、新しい次元にシフトしたいあなたにおススメ。

 キーワード：希望と創造的解決

 解決、創造性、オープン、希望、機会

 創造的な解決方法に対して心を開き、新しい思考に 抜け出すためのエッセンス。
 気づきをもたらして、理性の力で、オプションと選択が常に無限に存在している
 領域に入り込むために。

 詳しいお花の解説は、こちらでご覧いただけます。
http://www.FlowerRemedy.com
 今月オススメのお花

 フラワーエッセンス/スター・オブ・ベツレヘム

http://flowerremedy.com/


 15mlスポイトボトル入り　 1本　3800円（税・送別）
 購入ご希望の方は、そふとしぇる・オンラインショップ
http:///www.FlowerRemedy.com/shop/shop.htm
 フラワーエッセンス・ストアにてお求めください。

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★

 

───────────────────────────────────
 　■ウェッブ最新ニュース■　ワークショップ参加受付が始まりました。
───────────────────────────────────
 　今号のオススメ情報はこれ！
   http://FlowerRemedy.com/workshop/workshop.htm
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ☆

 　こんにちは♪♪（≧∀≦）ノ
 　メルマガ編集者のさだまさです。
 　お元気ですか？
 　こちら、海外研修も無事終えて、
 　時差ぼけ継続中の為、今日も朝４時からニワトリ生活でガンバッテいます♪♪

 　現在まぐまぐにメルマガ登録準備の真っ最中ですが、今回、
 　一早くフレッシュな情報をお知らせすべく、
 　急遽、創刊準備号を配信させて頂くことになりました。

 　フラワーエッセンス・トピックやウェッブ最新情報満載の
 　読んで楽しい♪♪メールマガジンを毎月お届けできるように、
 　あれこれ仕掛けを考えていますので、ぜひともたくさんの
 　ご意見やご感想をお寄せくださいNe！

 　今月の特集は、海外でも最先端のフラワーエッセンス療法専門学校の
 　講義内容を日本国内で学べる「ワークショップ開催情報」をご紹介しています。
 　必見ですョ！

 　他にも、オンライン・セラピーの無料ご招待（限定5名）応募方法の
 　お知らせなどがありますので、是非最後までチェックしてくださいね♪
 　
 　このメールマガジンはWeb上に内容を掲載しています。
 　ぜひクリックして続きをお楽しみください。

───────────────────────────────────
 　■ワークショップ受付開始■（LiFEアカデミー日本事務局）
───────────────────────────────────
 　「フラワーレメディ外用実践講座」って、なあに？
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 バッチでも、アラスカでも、ヒマラヤでも・・・
 フラワーエッセンスは、内服が主流・・・

 ・・・が常識となっていますが、

 リビング・フラワーエッセンス
 （日本国内販売名：オーストラリアン・ワイルドフラワー・エッセンス）は、
 内服は無論のこと、外用による代替治療がオーストラリア等海外の病院や
 ケアーセンターなどで盛んに行なわれ、実績を挙げています。

 この講座では、主に、ストレスと痛み、エネルギー消耗、不眠不安に対する
 フラワーエッセンスの外用テクニックを学ぶ講座です。

 　ストレスは、4つに分類できるって知ってましたか？

 例えば、プレッシャー（圧力）によるストレスの場合は、
 パープル・フラッグを綿棒に垂らし、耳の反射区（ストレスのツボ）の
 トリートメントを教室で実際に行なっていきます。

 参加したひとはみんな、外用テクニックを身に付けただけでなく、
 ストレス・フリーでお帰り頂けちゃいますヨ♪

 直ぐに生活に利用できる実践中心の講座なので、
 ご自宅で介護をされているひとや 自分自身、家族を癒したいひとにも
 最適の講座内容となっています。

 ご自身の日頃の疲れ・ストレスの解消にも大いに役立ちます♪ 

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


 フラワーエッセンスの事前知識がまったく無い方でも
 楽しくご参加頂ける内容ですので、お気軽にご参加くださいネッ！

 　▼詳しくは、こちらのページでご覧ください。
 　　>> http://FlowerRemedy.com/workshop/workshop.htm

───────────────────────────────────
 　■オンライン・ショップの売れ筋ランキングとオススメ紹介■
───────────────────────────────────
 　人気の製品は、コレ！
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　【1位】ダンピエラ・クリーム（フラワーエッセンス・クリーム）
 　【2位】スニィーズ・イーズ　（フラワーエッセンス）
 　【3位】瞑想ＣＤセット　　　（L&S CD）
 　【4位】ボイジャーエクセル2
 　【5位】バランス・オブ・マインド（フラワーエッセンス）

 　□■□    
   ■　■    花粉症のひと！　もうお試し頂けましたか？　
   □■□　　『スニーズ・イーズ』

 オーストラリアで花粉症対策用として開発されたスニィーズイーズは、
 オーストラリアのドラッグストアなどでも販売されている製品です。

 高齢の方や、妊婦の方、小さなお子様でも
 安心してお使いいただける自然療法として、
 オーストラリア本国では、大変ポピュラーなスニィーズイーズは、
 外用、内服、共にご利用頂けます。 

 　▼他にもイロイロ！　オンラインショップは、こちらからどうぞ☆
 　　>>http://FlowerRemedy.com/shop/shop.htm

───────────────────────────────────
 　■コラム：海外情報最前線！■
───────────────────────────────────
 　知りたかった本当のこと！
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 ご承知のとおり、日本では、様々な法律がありまして・・・

 ・・・・その所為かどうかは、定かではありませんが、

 こと、フラワーエッセンスに関して言えば、
 海外と比較すると、3分の1程度の情報が入ってきているかどうか・・・
 っと想う今日この頃。

 だったら、ココではじめちゃいます！

 　「海外情報最前線！」

 どうせパース（オーストラリア）とほぼ毎日、
 メッセンジャーで音声チャットをしてるんだから、
 ありのままの情報を、ひとめを気にして加工なんぞせずに。

 リビング・フラワーエッセンスに関する内容では、
 太っとーーーいパイプ・ライン・・・持っています♪♪（笑）

 パース経由のフラワーエッセンス世界動向も、
 運良くお伝えできるかも？！

 メルマガで一早く掲載した内容は、
 順次、ウェッブに蓄積させて行くつもりでおります。

 知りたかった本当のこと。驚きの内容？！

 　第1回目は、
 　「フラワーエッセンス・クリームに関する海外での使用方法」

 ・・・あくまでも、”純粋に！”海外（オーストラリア）で

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


 指導されている使用方法例のレポートとしてお読みくださいマセ。（笑）

 --■　■--海外情報最前線！------------------------------------

  【ご利用上のご注意】海外情報の現地レポートを目的としておりますので、
   お伝えした内容を、読者の方がお試しになられたことに起因する事柄に
   関しては、一切免責とさせていただきます。予めご了承の上、ご利用ください。

 【連載】
 リビングエッセンス社製「フラワーエッセンス・クリーム」の使用方法例
http://www.FlowerRemedy.com/information/report.htm

 　【傷】　　擦り傷、切り傷の痛みの軽減に、
 　　　　　　ペイン・クリームを使うことができます。
 　　　　　　患部を消毒し、通常の処置を行った後、 
 　　　　　　傷口を避け、傷口の周囲にペインクリームを塗布します。
 　　　　　　痛みや赤みが薄れたら、皮膚に付着したクリームを
 　　　　　　拭き取っていただいて結構です。
 　　　　　　又、使用回数に制限はありませんので、
 　　　　　　繰り返し塗布して使用できます。

 　　　　　　尚、医師の治療を必要とする場合は、必ず医師の診断を仰ぎ、
 　　　　　　予め適切な処置を受けてください。

 他に、歯痛、虫さされ、腫れ、
 腹痛、頭痛、肩コリ・・などに対する使用方法は・・

 　▼なるほど。これが海外でのＦＥ・クリームの使用方法ね。　ふむふむ。
 　　>> http://www.FlowerRemedy.com/information/report.htm

───────────────────────────────────
 　■プレゼント♪♪■
───────────────────────────────────
 　～「オンライン花カード診断」無料ご招待・応募方法～
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　もう、「花カード診断（簡易版）」はお試し頂けましたか？
 　
 「自分の悩みや問題解決に、ピッタリ！」っと、驚かれたひとも多いはず。

 「オンライン花カード診断」は、
 セラピストとリアルタイムで、チャットをしながら、
 更に詳しく、花カード診断を行なうことができるシステムです。

 毎回ランダムにお花のカードが現れるＣＧＩシステムでカードを選び、
 更に、セラピストが、あなたの状態や症状などをお伺いして、
 最適なフラワーエッセンスの滴数まで、しっかりと査定します。

 　4月の「オンライン花カード診断」では、
 　”自己実現の為のフラワーエッセンス”を選びます。

 参加ご希望の方は、リンク先のフォームよりお申し込みください。
 抽選で、5名様を無料ご招待させて頂きます。

 （尚、応募多数の場合は、抽選とさせて頂きます。）

 　▼参加したい？　応募は、こちらから。
 　　>> http://FlowerRemedy.com/therapy/onlinetherapy.htm#free

┌─────┐
 │編集後記  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘
 　みなさん、今回の「フラワーエッセンス・ジャーナル」は
 　いかがでしたでしょうか？
 　皆様のご意見ご感想お待ちしております♪

 　次号からのメルマガ発行は、「まぐまぐ」のシステムを使用する予定です。
 　現在申請中なので、登録が受理され次第、購読の申し込みが可能になります。
 　購読は無料、解約はいつでも自由。
 　そふとしぇるのＨＰに、「メルマガ：お申込みページ」を開設いたしました。
 　お申し込み方法：あなたのメールアドレスを入力するだけです。
 　購読ご希望の方は、お申し込みをお願いします。



http://www.FlowerRemedy.com/information/mailmagazine.htm

 　次回は、2003年5月発行を予定しています。お楽しみに♪♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 フラワーエッセンス情報メルマガ「フラワーエッセンス・ジャーナル」

 ■ 掲載された内容を許可無く転載することを禁じます。
 ■ ご意見・ご質問はこちらまで softshell@force-dimension.com
 ■ ＜そふとしぇる＞ＨＰアドレス http://www.FlowerRemedy.com
 ■ 購読の解除は下記にご連絡ください
 　　http://www.FlowerRemedy.com/information/mailmagazine.htm
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      　　　　　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
                        カラダ・ココロ・たましい
              “Wisdom is nurturing body, mind and soul”
                          
                  ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
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