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 癒しと自己実現の道程
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 　　　　　　フラワーエッセンス★ジャーナル　第6号　　　　　　

 　　　　　　フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　　　　　　
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 　今号のトピックス 
                                         ,－－、
   ■■■  ペットも癒す♪              ／      ＼
   ■■■  花療法でアニマル・セラピー  Ｖ・  ・Ｖ
   ■■■  その２                     ω人=♀=ノω
                                     
                           
 　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。

 　明日からの、フラワーレメディ基礎講座（3日間）の
 　準備もたけなわ（＠＠）
 　満月が綺麗な夜に、今号をお届いたしますッ―‐☆

 　内容が濃いぃいいい～ので、1メールで、連休3日は楽しめる？！
 　第6号のメール・マガジン。（笑）

 　今回の注目トピックは、先号反響を頂いた
 　FE海外情報最前線！「ペット・ケア情報」第2弾。
 　ペットのストレスに対し使用するフラワーエッセンスをご紹介。

 　フラワーエッセンス情報館では、「みんなが知りたい！」
 　よくある質問Q&Aの追加情報を掲載。

 　花療法・海外コラム、
 　おなじみ八木葉生氏のパース産直レポートは、
 　「カダンビ先生への花療法インタビュー：過去の痛みを癒す・？！」

 　自分を知る。自分を癒す。’03年晩秋のワークショップ関連情報
 　今年最後のフラワーレメディ講座

 　パース本校のワークショップ内容を、日本で学べる。
 　パース本校から、参加証が届く。
 　　　　　　　　　　「フラワーレメディ外用実践講座1日」
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のご案内

 　まだ、メルマガでしか、伝えられない・・

 　2004年1月より、読売日本テレビ文化センターで始まる
 　カルチャー講座

 　「フラワー・エッセンス・セラピー」講座
 　「花療法でアニマル・セラピー」講座
 　  講座内容最新情報・・・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♪♪

 　ご優待情報もありますので、最後まで、じっくりお読みください。

 　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://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。

http://flowerremedy.com/


┌─────┬────────────────────────────┐
 │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） 
 　├→ コラム：海外情報最前線！（ペットに対する使用法　Part2）
 　├→ フラワーエッセンス情報館「よくある質問Q&A」追加情報
 　├→ パース本校から参加証が発行される・・今年最後のワークショップ情報
 　├→ 2004年カルチャー講座開設。最新情報！（メルマガ限定）
 　├→「西オーストラリア花物語」著者・書き下ろしコラム第6弾
 　├→ 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）
 　├→ 無料ご招待♪（オンライン花カード診断）
 　└→ 編集後記

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★
 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）　　
 　　＼∥／　　　グリーン・ローズ

 気力を出して難関突破を完遂するためのエッセンス。

 衆議院の解散が宣言された今日。
 今の日本の社会に、最も必要なエッセンスかも・・？！

 変化しなければならない必要性があるのに、
 それを上手く完遂することが出来ない人に。

 挫折感から抜け出して、熱意のない
 状態や失敗の繰り返しと闘うために。

 耽溺症・中毒症、癖や耽溺的な行動パターン、
 不健全な生活パターンを打ち破るために使用されます。

 オーストラリアでは、
 ブルーチャイナ・オーキッドと併用して、
 アルコール等に対する中毒症や、
 禁煙の際にも使用されるエッセンス。

 内服の他、ツボ外用にも使用されます。

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

 　前方に焦点を合わせて進歩前進し、
 　気力を出して難関突破を完遂するためのエッセンス。
 　問題や沈滞状態の解決に対して、途中で突然に
 　諦めて初めの出発点に舞い戻ることなしに、
 　前向きに行動する気持ちを高めるために。
 　挫折感から抜け出して、熱意のない状態や
 　失敗の繰り返しと闘うために。肉体や精神や
 　スピリットのために、自己の規律を守って、
 　健全な習慣を維持することに有効。

 　キーワード：前進して突破する集中力 
 　突破、変化、進歩、集中、気力

 　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/グリーン・ローズ
 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。

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★

───────────────────────────────────



 　■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6回目は、「ペットに対する使用法　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。

 【連載】
 リビングエッセンス社製「ペットに対するフラワーエッセンス使用法」
http://www.FlowerRemedy.com/flowerremedy/report.htm

 【ペットのストレスに対する使用法】

 　ピンク・フェアリー・オーキッド：
 　生活環境にあるすべてのことに対して、過敏。敏感肌の状態にも。

 　トリートメント例：小動物や、赤ちゃん動物
 　（孤児や、まだ小さすぎるのに親から引き離されたような場合）に対しては、
 　25mlのミネラルウォーターに、ストックボトル（原液）から1滴垂らし、
 　1日に 2～ 3回与える。大型の動物の場合は、1回の量を増やして使用。

 　リリーフ・エリキサー（日本国販売名：ショック＆トラウマ）：
 　ストレス軽減の為の応急手当てとして、トラウマの最中または、
 　ショッキングな出来事が起きた後に速やかに使用する。

 　トリートメント例：20分おきに、1～2滴を、
 　頭の頭頂のポイントに垂らして使用。

 「ストレス状態」でも、どうしてそのように振舞うようになったのか、
 その本質的な原因によって、使用するエッセンスが異なる点に注意してください。

 その原因によっては、上記2つのエッセンスに替わり、
 ハイブリッド・ピンクフェアリー・オーキッドや
 ゴッデス・グラスツリーなどを、選び使用する場合もあります。

 ペットに対するフラワーエッセンスの使用法は・・

 　▼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

 次号は、「ペットを癒す。フラワーエッセンスの使用法」Part3を掲載予定です。

───────────────────────────────────
 　■フラワーエッセンス情報館■
───────────────────────────────────
 　「よくある質問Q&A」フラワーエッセンス。初心者からプロの方まで。
 －－＝|－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　フラワーエッセンス情報館「よくある質問Q＆A」では、
 　みなさんからメールでお寄せいただく、よるあるご質問を抜粋して公開。
 　初心者の方からプロの方まで。
 　フラワーエッセンスの基本を、壱からチェックできます。

 【追加情報】
 　Q1:体に害や、副作用は　ないのでしょうか？
 　Q2:フラワーエッセンスは、どんなことに使えますか？
 　Q3:ワーキング・ストック・ボトルって何ですか？



 　Q4:調合ボトル、ドーセージって何ですか？
 　Q5:サプリメント等と一緒に飲めますか？
 　Q6:ペットにも使用できますか？
 　Q7:赤ちゃんに使用したいのですが？
 　Q8:入浴に使う場合は、どのように使用したらよいでしょうか？

 　▼　それぞれの回答は、こちらのページでご覧ください。
 　　>> http://www.FlowerRemedy.com/information/faq.htm

───────────────────────────────────
 　■今年最後のフラワーレメディ講座 生徒受付中■（LiFEアカデミー日本事務局）
───────────────────────────────────
 　自分を知る。自分を癒す。'03年晩秋のワークショップ関連情報
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　パース本校のワークショップ内容を、日本で学べる。
 　パース本校から、参加証が届く。！ミ☆2003年最後の講座ミ☆

 　「フラワーレメディ外用実践講座1日」11月29日     （1日）  東京・恵比寿

 　フラワーエッセンスは、内服が一般的とされていますが、
 　この講座では、海外の病院やケア・センター等でも
 　治療の一環として行なわれているリビング・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）による
 　フラワーエッセンスの外用テクニックを学ぶ
 　大変オリジナリティーの高い講座。

 　日本では、唯一、本校認定講座として、
 　リビング・フラワー・エッセンス・アカデミー日本事務局主催講座でのみ
 　学ぶことができる内容です。

 　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、エア・メールで直送されます。

 　講座では、ストレス、痛み、エネルギー消耗、不眠不安に対する
 　外用トリートメント法をその場で覚え、体感し、
 　日頃の疲れを癒してお帰り頂けます♪♪

 　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

───────────────────────────────────
 　■メルマガ限定情報：2004年カルチャー講座開設！　最新情報■
───────────────────────────────────
 　読売日本テレビ文化センター1月開催講座
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　□■□    
   ■　■   まだ、メルマガ読者しか知らない・・。
   □■□   カルチャー講座開設の舞台裏・・。

 　それは、ある日の午後。
 　なにげなく受信した
 　一通のご挨拶メールから始まりました。。。

 　あれから、1ヶ月余。
 　読売日本テレビ文化センターの各センター支配人と
 　パース本校との打合せを重ね、
 　1月より、同社としては始めてのフラワーレメディ講座を
 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー日本事務局が
 　担当することになりました。

 　1月より開設となるフラワーレメディ関係の講座は2種類。

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

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


 　心と体と人生をプラスに変える
 　「フラワーエッセンス・セラピー」講座（月1。全6回。）

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

 　ペットの心と体を癒す
 　「花療法でアニマル・セラピー」講座（月1。全3回。）

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

 　「フラワーエッセンス・セラピー」講座では、
 　スプレーや、クリーム、外用、耳ツボ療法（ストレス治療法）、
 　内服（花カード診断、調合法）のハイライトをダイジェストで。
 　他に、クラフト製作として、
 　目的別スプレーの製作、自分専用の内服液の
 　製作＆お持ち帰りのお楽しみ付き！

 　「花療法でアニマル・セラピー」講座では、
 　ご家庭でできる
 　ペットのストレス、ショック、トラウマのケアや、痛みの軽減。
 　問題行動に対するエッセンスとその使用法。
 　クラフト製作として、ペット用スプレーの製作＆お持ち帰り付き！

 　いずれも、手軽＆気軽に、楽しくはじめられる
 　エントリー講座として、募集が始まります。

 　詳しい内容は、新聞の折り込み広告、又は、
 　読売日本テレビ文化センターの各センターへ。

 　読売日本テレビ文化センター：http://www.ync.ne.jp/
 　大宮センター：「フラワーエッセンス・セラピー」講座開設
 　新宿センター：「花療法でアニマル・セラピー」講座開設
 　荻窪センター：「花療法でアニマル・セラピー」講座開設
 　京葉センター：「花療法でアニマル・セラピー」
                 「フラワーエッセンス・セラピー講座開設

 　ウェッブでも、これから随時情報を掲載していきますので、チェッキッ☆

───────────────────────────────────
 　■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6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5弾（連載）

 　今回のレポートは、
 　「カダンビ先生への花療法インタビュー：過去の痛みを癒す・？！」

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 －ええ、でも、15分くらい経つと、痛みがガンガンと戻ってくるじゃないですか。
 とても耐え切れないので、またペインクリームをつけました。で、痛みが消える。
 でもやっぱり、また15分経つと、ガンガン痛くなる・・・（中略）・・・

 カダンビ先生：じゃ、例を上げて説明しましょう。
 ある人が馬から地面にドスンと落ちたとします。
 その人は、大ショックで、とても痛いと感じます。
 骨が折れたんじゃないかと心配するかもしれませんね・・（中略）・・
 メンジーズ・バンクシアやペインクリームは、
 治療薬としてだけじゃなくて、診断薬としても使えるのです。
 ペインクリームをつけると痛みが和らぐということは、
 その部位は、過去の痛みが未だに充分に癒されていないという証拠なんです。 

 　▼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/column6.htm

───────────────────────────────────
 　■オンライン・ショップ発。期間限定。特別サービス実施中！■
───────────────────────────────────



 　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】オーラ・スプレー      （フラワーエッセンス・スプレー）
 　【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】チャクラ・スプレー     （フラワーエッセンス・スプレー）

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　□■□   
   ■　■   送料も、クレジットカードも
   □■□   もっと手軽に使えるサービス登場！

 　スニーズィーズの季節です。 

 　秋から春にかけて、
 　特に、大活躍するスニィーズィーズ。

 　ボトルデザインも一新。さらに使い易くなりました。

 　秋～春にかけては、秋の花粉症や、春の花粉症・・
 　それでなくても、鼻がムズムズ・・ズルズルの季節。

 　そんなときにオススメの1本が、スニーズィーズ。
 　スニーズィーズとは、英語で、「呼吸が楽に」っと言う意味。

 　パソコンで、頭が重い、目が疲れるという方にも使える
 　常備オススメの1本です。

 　スプレーを鼻やおでこ、喉に直接スプレーしたり、
 　口腔内にもそのままスプレーしてご使用頂けます。

 　無害で大変安全な、フラワーエッセンス製品ですので、
 　鼻のムズムズでお困りの、赤ちゃんやお年寄りの方にも、
 　手軽にやさしくご利用頂けます。

 　　>>http://flowerremedy.com/shop/fe/spray.htm

 　□■□   北海道・九州・沖縄のひとも、是非、利用してねッ♪♪
   ■　■ 「5,000円の製品注文で。送料は、タダだよッ☆」（10月末日まで）
   □■□  クレジット・カードも、手軽に使えるサービス登場ッ！

 　そふとしぇる☆オンライン・ショップでは、
 　ショップ内の全製品を対象として、
 　日本全国・送料無料サービスを実施中です。

 　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：10月末日まで延長。

 　～ご利用者の皆様へ～

 　送料無料サービス実施期間、2ヶ月が過ぎました。

 　期間中は、予想以上に多くの方に、
 　送料無料サービスをご利用頂く、嬉しい結果となりました。

 　日頃の感謝とこの結果を踏まえ、
 　急遽サービス期間を延長をさせて頂くことに致しました。

 　また、同時に、クレジット・カードも、
 　もっと気軽にご使用頂けるサービスを導入。

 　フラワーエッセンスを、より多くの方にご利用頂く
 　機会になれば幸と想います。

 　ご相談は、LiFE公認セラピストに、お気軽にどうぞ♪♪

 　▼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♪♪



───────────────────────────────────
 ■「オンライン花カード診断」無料ご招待（3名）■
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　もう、「花カード診断（簡易版）」はお試し頂けましたか？
 　http://www.FlowerRemedy.com/fe/carddemo.htm

 　「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。

 　次回の「オンライン花カード診断」無料ご招待日は、
 　11月6日夜10時～を予定。

 　あなたにぴったりのエッセンスを、その場で知ることができます。

 参加ご希望の方は、リンク先のフォームより、今すぐお申し込みください。
 抽選で、3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  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　文字数は減らしたい・・・。
 　でも、伝えたいことは、
 　もっともっと沢山ある！（笑）

 　電子メール（最近めっきり聞かなくなりましたね。笑。）
 　の良さをフルに利用して、秋にふさわしく？（笑）
 　ボリューム大増量でお届けとなりました、メルマガ第6号。

 　今日ちょうど、実妹から、電話が入り、
 　「ホームページ、マニアック過ぎ・・。」（笑）
 　そう言われた矢先の編集作業。

 　・・っで、フっと省みたことは、

 　「文字数が増えたんじゃない。
 　　伝えることが増えたんだ！」

 　だったら、
 　それはそれで、自分にとっても、
 　みんなにとっても、いいことなんじゃない？（笑）

 　「マニアック？（笑）」

 　だったら、フラワーレメディのマニアック道を
 　もっともっと極めてみよう！

 　っと、例の得意のポジティブ・シンキングで、
 　このまま発刊することに致しました。（笑）

 　でも・・、マニアック・・かなぁ？（笑）

 　何かあったら、
 　「あそこのページで調べてみよう！」
 　「あそこのひとに聞いてみよう！」
 　そんな身近なお友達感覚の雰囲気ムンムンの
 　ホームページに仕立てられたら・・っと願っています。

 　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？



 　メルマガ、ホームページに関する
 　皆様のご意見ご感想お待ちしております♪

 　次回は、2003年11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
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