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 癒しと自己実現の道程
 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　☆第4号☆　
□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■

 ┏  　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　第4号　　　　　　

 　　　　　　フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　　　　　　

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　今号のトピックス 

   ■■■  "オンライン・ショップ、ワークショップetc・・
   ■■■  企画、イベント、サービスがッ！！
   ■■■  最後まで・・読むとトクする？！「メルマガ・夏福号」

          
 　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ☆

 　Aloha♪♪
 　そふとしぇる・さだまさです。

 　巷では、祭りだ！花火大会だ！！
 　海だ！山だッ！！・・・・と、イベントの目白押し。

 　当ウェッブも、負けず劣らず、元気にやってますッ☆

 　今号の注目（＠＠）トピックは、
 　「え？！・・・オンライン・ショップが？！」

 　ハイ！
 　・・・・期間限定。夏季特別サービスを行ないますッ！(≧∀≦)ノ
 　「5,000円の製品注文で。送料は、タダだよッ☆」（9月末日まで）

 　9月末日までの試験運用を行なった結果によっては・・・
 　・・・・・
 　そのまま標準サービスになるかも？かも？？？

 　花療法・海外コラムは、
 　おなじみ八木葉生氏のパース産直レポート。

 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー創始者
 　ウ゛ァスデバー・バルナオ博士への花療法インタビューの続編。

 　「フラワーエッセンスで心と体のリノベーション！」

 　FE海外情報最前線！・・では、
 　「フラワーエッセンス外用法」
 　フラワーエッセンス・プロジェクターの使用法をレポート。

 　自分を知る。自分を癒す。’03年夏のワークショップ関連情報
 　8月に参加できる！
 　　　　　　　　　　「フラワーレメディ基礎講座3日」
 　　　　　　　　　　「フラワーレメディ外用実践講座1日」
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のご案内

 　・・・などなど、
 　知って楽しい、知ってトクする、
 　知って為になる情報を　いち早くお届けいたします♪♪

 　お友達で、未だメルマガ登録が済んでいない方がいらっしゃいましたら、

http://flowerremedy.com/


 　http://www.FlowerRemedy.com/information/mailmagazine.htm
 　より、是非、メルマガ購読の正式登録をオススメしてくださいねッ！

 　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。

┌─────┬────────────────────────────┐
 │トピックス│ フラワーエッセンスジャーナルは、まぐまぐ、melma!を通じ │
 │          │ メルマガ登録頂いた方々に配信しています。               │
└┬────┴────────────────────────────┘
 　├→ 今月オススメのフラワーエッセンス（お花の紹介） 
 　├→ 「西オーストラリア花物語」著者・書き下ろしコラム第4弾
 　├→ 自分を知る。自分を癒す。'03年夏のワークショップ関連情報
 　├→ 5,000円以上のお買い物で、送料を無料サービス（オンラインショップ）
 　├→ コラム：海外情報最前線！（フラワーエッセンス外用法Part2）
 　└→ 編集後記（質問に答えて、GETS！）

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★
 リビングエッセンス（オーストラリアン・ワイルド・フラワーエッセンス）
 88種のエッセンスの中から今月オススメの1本をご紹介します。

 　　◆◆◆
 　◆◆◇◆◆　　
 　　◆◆◆　　　今月オススメのフラワーエッセンス（お花の紹介）　　
 　　＼∥／　　　ピンク・トランペット・フラワー

 達成しなければならない、又は、達成したい事柄があるのに、
 注意がソレて、集中することができない・・・

 こんな時に、まず試して欲しいエッセンスが、
 ピンク・トランペット・フラワーです。

 ソノ名の通り、ピンクのラッパのような見た目のお花、
 ピンク・トランペット・フラワーは、
 「精神力の集中と目的達成 」の為のエッセンス。

 思考や学習意欲や目標を見失ってしまう症状に。

 やらなければならない仕事や状況が完了するまで、
 活力を維持することが出来るようになるために。

 LiFE公認のフラワーエッセンス・セラピストは、
 エッセンスを処方する為の診断を行なう際に、
 本来の問題に充分に集中できるよう、このエッセンスを、
 補助的なサポートエッセンスとして併用することも。

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

 　強く集中するためのエッセンス。
 　芯の強さを意識的に活用して、
 　重要なゴールに向かって注力するために。
 　新しい真っ直ぐな精神状態で目標達成を促進するために。
 　目標を維持することが困難な人、思考過程や活動の途中で
 　自分の方向を見失ってしまったと感じている人に。
 　所期の治癒目的を完遂するのに最適。

 　キーワード：精神力の集中と目的達成 
 　集中、目的意識、達成、精神力

 　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/ピンク・トランペット・フラワー
 15mlスポイトボトル入りストックボトル　 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/fe/stock.htm
 フラワーエッセンス・ストアにてお求めください。

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★



───────────────────────────────────
 　■連載コラム■
───────────────────────────────────
 　「西オーストラリア花物語」著者書き下ろしコラム第4弾！！
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　物語を楽しく読みながら
 　フラワーエッセンスの世界を疑似体験できる？！

 　・・・と好評の「西オーストラリア花物語」（中央アート出版）
 　著者、八木葉生氏 書き下ろしショートコラム＆レポート
 　「花のエッセンスを学ぼう！」第4弾（連載）

 　オーストラリア、パース在住の八木氏からの第4弾レポートは、

 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー創始者
 　バルナオ博士への花療法対談インタビュー☆後編

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 ～フラワーエッセンスで心と体のリノベーション！～

 バルナオ博士:
 　・・・ところで、その、「アグリベーション」という言葉、
 　元々はホメオパシーで使われていた用語なんですけどね
 　・・・（中略）・・・
 　で、フラワーエッセンスの初期反応にぴったりの言葉として、
 　これからは、「リノベーション」と呼ぶことにします。

 －リノベーション？
   なんだか、家の改装みたいですが‥‥？

 バルナオ博士:
 　そう、その通り。
 　ちょっと、頭の中に想い描いてみてください。
 　あなたの家は、もうどこから片付け始めたらよいのか分からないくらいに、
 　メチャクチャにひどい状態です。・・（中略）・・
 　台所はよごれた食器の山。庭は雑草ボウボウ‥‥。どんな気持ちですか？ 

 －いやですね。そんな家には住みたくない。

 バルナオ博士:
 　その、あなたのアバラ屋に、
 　お客さんが来ることになりました・・・。

 　▼八木養生氏のショートコラム＆レポートの続きは、ココで
 　>> http://www.FlowerRemedy.com/flowerremedy/column4.htm

───────────────────────────────────
 　■ワークショップ 夏講座 受付中■（LiFEアカデミー日本事務局）
───────────────────────────────────
 　自分を知る。自分を癒す。'03年夏のワークショップ関連情報
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　セルフヒーリングのスキルを磨く。マスターできる！今年の夏。

 　「フラワーレメディ基礎講座3日」    8月8日～10日（3日間）東京・大井町
 　「フラワーレメディ外用実践講座1日」8月23日     （1日）  東京・目黒

 　リビング・エッセンス
 　（日本国内名：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
 　オーストラリア国内外の病院やケアーセンターなどで
 　盛んに行なわれ、その実績を挙げています。

 　「フラワーレメディ基礎講座3日」では、今月のお花でも紹介した
 　ピンク・トランペット・フラワーの使用例の他、
 　計88種類のフラワーエッセンスの治癒特性や、色の特性、
 　診断の方法や調合法など
 　フラワーエッセンスを使用する際に欠かせない基礎知識とテクニックを
 　豊富な体験エクササイズとテクニックの実践を行なうことによって、
 　楽しく身に付けることができると評判です。



 　オーストラリア政府認定
 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー公認ワークショップなので、
 　参加者には、パース本校より参加証が直送されます。

 　フラワーエッセンスの事前知識がまったく無い方でも
 　安心して楽しくご参加頂ける内容ですので、
 　お気軽にお申込みくださいねッ☆

 　自分を知る。自分を癒す。・・各種講座情報♪

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

───────────────────────────────────
 　■オンライン・ショップ発。期間限定。夏季特別サービスのお知らせ■
───────────────────────────────────
 　人気の製品は、コレ！
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　【1位】カスタム調合エッセンス  （フラワーエッセンス）
 　【2位】ダンピエラ・クリーム    （フラワーエッセンス・クリーム）
 　【3位】バランス・オブ・マインド（フラワーエッセンス）
 　【4位】スキンラスター・クリーム（フラワーエッセンス・クリーム）
 　【5位】ボイジャーエクセル2     （L&Sマシーン）

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　□■□    
   ■　■   「5,000円の製品注文で。送料は、タダだよッ☆」（9月末日まで）
  □■□

 　対象：1回のお買上げ製品代金（税抜）が、5,000円以上のご注文
 　期間：9月末日まで

 　全国送料無料サービスを実施。

 　9月末日までの試験運用を行なった結果によっては・・・
 　・・・・・
 　そのまま標準サービスになるかも？かも？？？

 　是非、ご活用ください♪♪

 　▼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://www.FlowerRemedy.com/shop/shop.htm

 　カート化で、お買い物も、大変便利。
 　サービス、ますます拡大中♪♪

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

 　「海外情報最前線！」
 　知りたかった本当のこと。驚きの内容？！

 　第4回目は、「フラワーエッセンス外用法　Part2」

 ・・・あくまでも、”純粋に！”海外（オーストラリア）で
 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。

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


 【連載】
 リビングエッセンス社製「フラワーエッセンス外用の仕方」
http://www.FlowerRemedy.com/flowerremedy/report.htm

 　【フラワーエッセンス・プロジェクタ】

 　　フラワーエッセンス・プロジェクタは、
 　　フラワーエッセンスの治癒特性を何ら損なうことなく、
 　　むしろ向上させるように設計されています。

 　　「プロジェクタ」という言葉は、フラワーエッセンスを
 　　体内の気の流れに射れ込む効果があることを表わしています。
 　　その効果のプロセスは次のように理解されます。

 ・・・・（中略）・・・・

 　　フラワーエッセンス・プロジェクタを使用すると、
 　　この自然の抵抗力が著しく減少するので、
 　　フラワーエッセンスは生命力と融合することができるようになります。

 フラワーエッセンス・プロジェクタの使用法は・・

 　▼なるほど。これが海外でのフラワーエッセンス使用方法ね。　ふむふむ。
 　　>> http://www.FlowerRemedy.com/flowerremedy/report.htm

 次号からは、「ペットを癒す。フラワーエッセンスの使用法」を掲載予定です。

───────────────────────────────────
 　今月の「オンライン花カード診断」無料ご招待は、お休みさせて頂きます。

 　次回応募受付は、9月を予定しています。
 　詳しくは、次号メルマガをCheck it!!

 　でも、まだまだ、プレゼントが・・・
 　続きも読んでね♪♪

┌─────┐
 │編集後記  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　蝉がジージー。
 　やっと外にでられたようです。

 　そこで、問題。

 　【問題】  長雨で、土からでられなくて・・・・
 　          ちょっと欲求不満気味だった蝉君には、
 　          何のフラワーエッセンスを処方すればいいでしょうか？

 　メルマガを、準備号から読んでくれてるReaderならワカルかな？

 　答えがわかったひとは、softshell@force-dimension.com
 　宛に、メールを送ってください。（8月25日まで必着）

 【必要記載事項】
 1.メールタイトルに、「私なら、蝉君へＯＯエッセンスを処方する」
 っと、ＯＯの部分に答えを書いて

 2.メール文中に、ハンドルネーム
 3.連絡のとれるメールアドレス
 4.カスタム調合して欲しいエッセンス名6種

 1～4 をもれなく記入の上、送信してください。

 　正解したひとの中から抽選で、3名様に
 　カスタム調合エッセンス約20ml  1本
 　通常4800円（送込、税別）をプレゼント。

 　答えと、当選者の発表は、
 　次号メルマガで行ないますので、お楽しみに♪♪



 （当選者の方には、別途「当選のお知らせ」をメールさせて頂きます。
   当選資格者は、当選後
  http://www.FlowerRemedy.com/fe/howto.htm
   の内容を承諾でき、且つ、住所、氏名、生年月日をお知らせ頂ける
   日本国内在住の20歳以上の方に限らせて頂きます。）

 　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♪

 　次回は、2003年9月発行を予定しています。See You♪♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 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」

 ■ 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
----------------------------------------------------------------------
 　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」、
 　メールマガジンmelma!、を利用して発行しています。
 　購読の解除はお手数ですが各ＨＰにてお願い致します。
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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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