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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7＆8号合併号☆　
□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■

 ┏  　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7＆8合併号　　

 　　　　　　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 

 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°
 1年間のご褒美と、来年の準備のために・・。オススメのエッセンス
 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

  ☆彡                           
 　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ☆

 　約2ヶ月のご無沙汰です♪
 　そふとしぇる・さだまさです。

 　あっという間にもう師走ε=ε=ε=(┌ ‾_)┘

 　でも！環境に流されず、ゆったりとマイペース♪でお届いたします♪♪
 　☆マークの使用量も多めの「第7・8年末合併号ッ― -☆」

 　今回の注目トピックは、2004年スクール最新情報。
 　新設講座情報も。

 　FE海外情報最前線！では、「ペット・ケア情報」第3弾。
 　ペットのエネルギー消耗に使用するフラワーエッセンスをご紹介。

 　「みんなが知りたい！」フラワーエッセンス情報館は、
 　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
 　「カダンビ先生へのインタビュー後編：不必要な痛みを手放す・・」

 　年末にオススメのフラワーエッセンスの紹介や、
 　フラワーエッセンス、オススメの新刊情報などなど。

 　クオリティーの高い情報を共有する
 　メルマガ便でお届けいたします♪♪

 　ご招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。

┌─────┬────────────────────────────┐
 │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　Part3）
 　├→ フラワーエッセンス情報館「よくある質問Q&A」追加情報
 　├→ 2004年スクール最新情報！（新設講座のご案内他）
 　├→「西オーストラリア花物語」著者・書き下ろしコラム第7弾
 　├→ ギフト用無料ラッピング・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

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★

http://flowerremedy.com/


 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）　　
 　　＼∥／　　　ブラック・カンガルーポウ

 ネガティブなことに焦点を合わせることからマインドを解放し、
 目的達成のためのポジティブな手段を追求するように促すためのエッセンス。

 心身に溜まった毒素をクリアーにするために。

 カダンビ博士が、1年に１度は、内服することを
 オススメしているエッセンスです。

 1年の最後に。
 新年をリフレッシュして迎えるために。

 心身を清めるアンティセプティック・ブッシュと
 併用してのご使用もオススメです。

 内服の他、ツボ外用にも使用されます。

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

 　許しと愛のエッセンス。
 　忘れることができないほどの憤りや精神的外傷の後に、
 　再度、明るい輝きと感受性を取り戻すために。 
 　憤慨して腸が煮えくり返るような反発感情に捕らわれるのではなく、
 　自分自身の心を取り戻して、否定的な陰性を忘れ去り、
 　自分の人生を前進するために。
 　ネガティブなことに焦点を合わせることからマインドを自由に解放し、
 　目的達成のためのポジティブな手段を追求するように促すので、
 　人生の喜びの経験が大いに広がるようになる。

 　キーワード：前進して突破する集中力 
 　許し、感受性、愛、肯定的

 　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

 　アンティセプティック・ブッシュは、コチラ。
 　http://flowerremedy.com/afeaj/pages/FlwAntisep.htm

 フラワーエッセンス/ブラック・カンガルーポウ
 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7回目は、「ペットに対する使用法　Part3」　 ／      ＼
 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ・  ・Ｖ
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ω人=♀=ノω

 --■　■--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

                                     
 【ペットのエネルギー消耗の問題に対する使用法】

 　 WAスモークブッシュ：トラウマや麻酔の影響によって、
 　意識をしっかり保つことができなかったり、外敵に対して警戒できずに、
 　ぼんやりしていたり、めまいや、気が遠のくような状態に。

 　トリートメント例：10分おきに、数滴を結果が出るまで、頭部に使用。
 　その後しばらくの間、間隔を空けて使用を続ける。

 　その他のエネルギー消耗に使用するエッセンス：
 　カウキックス
 　ピンクファウンテントリガープラント
 　リーフレス・オーキッド
 　パープルニンフ・ウォーターリリー

 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、「ペットの痛みに使用するエッセンス」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。

 【追加掲載情報】

 　Q17:妊娠中ですが、使用できますか？    
 　Q18:アロマオイルと一緒に使用できますか？    
 　Q19：花カード診断で、どんな事がわかるのですか？    
 　Q20：フラワーエッセンスの調合は、私にもできますか？

 　▼　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

───────────────────────────────────
 　■2004年フラワーレメディ講座 生徒募集開始■（LiFEアカデミー日本事務局）
───────────────────────────────────
 　新設講座「セルフヒーリング・マスター講座」
 　読売日本テレビ文化センター・カルチャークラス1月開催講座情報
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　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☆2004年からはじまる。はじめる。マスター講座ミ☆

 　「セルフヒーリング・マスター講座」（全４回）  開催地：東京

 　2004年から新設される
 　フラワーエッセンスのセルフヒーリングを
 　総合的にマスターするためのメイン講座。

 　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や内服法を学びます。

 　オーストラリア政府認定



 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー公認講座なので、
 　受講後、パース本校より
 　「セルフヒーリング・マスターリング講座」参加証が、
 　エア・メールでご自宅に直送されます。

 　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、
 　どうぞ、お気軽にお申込みください。

 　お子様同伴でのご参加も大歓迎です♪
 　（乳幼児のお子様の場合は、ご相談ください♪♪）

 　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

───────────────────────────────────
 　■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
   ■　■   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」「花療法でアニマル・セラピー」

 　読者の方には、前回のメルマガで、サラリッ♪ッと
 　ご紹介させて頂いておりましたカルチャー講座。

 　いよいよ募集が、各センターで、始まりました。

 　講座カリキュラム、及び、講師は、
 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー
 　日本事務局が担当致しますので、基礎はしっかり。

 　クラフト製作のお持ち帰りなども豊富に交えながら
 　フラワーレメディに楽しく触れたい方にオススメの内容です。

 　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。

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

 　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
 　ダイジェスト版エントリー講座です。

 　詳しい内容、お申し込みは、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。

 　▼詳しい内容、お問合せ先は、こちらでご覧いただけます。
>>http://flowerremedy.com/workshop/culture.htm
───────────────────────────────────
 　■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7弾！！

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


 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　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7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後半：不必要な痛みを手放す・・」

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 ・・・・（中略）・・・・
 －私なんか、足の指を怪我しただけで、痛みが治まるまでの一時間半、
 　他のことは何も考えられませんでしたからね。

 カダンビ先生：　それは一種のストレス状態に陥ったんでしょう。
 痛みの信号とストレスの信号とは、お互いにとても密接に関連してますからね。
 一年生の授業で、ストレス治療の実習をしたときのこと、覚えてる？　
 生徒同士で、ストレス関係のフラワーエッセンスを使って、
 耳の神門のツボをトリートメントすると、痛みのレベルも
 どんどん小さくなっていったでしょう。
 それは、恐れや心配や憂鬱などの、ありとあらゆる種類のネガティブな感情が、
 痛みに火をつけてメラメラと燃やし、不必要なまでに大きな痛みのメッセージに
 化けさせてしまうからなのです・・・

 　▼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/column7.htm

───────────────────────────────────
 　■オンライン・ショップ発。特別サービス実施中！■
───────────────────────────────────
 　人気の製品は、コレ！
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　【1位】スニィーズイーズ        （フラワーエッセンス・スプレー）
 　【2位】オーラ・スプレー        （フラワーエッセンス・スプレー）
 　【3位】ダンピエラ・クリーム    （フラワーエッセンス・クリーム）
 　【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】バランス・オブ・マインド（飲むフラワーエッセンス）

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°
        もらって嬉しい♪   心のこもったクリスマス・ギフト
 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

  ☆彡  大切なあのひとに。自分へのご褒美に。
        フラワーエッセンス・ギフトは、いかが？

 この世にたったひとりしかいない
 じぶんを、あのひとを・・・大切に想う気持ち。

 そんな気持ちを叶えるGIFT。

 あのひとに、いつもでも元気でいてもらいたい！！・・気持ち
 あのひとに、いつもニコニコでいて貰いたい♪♪・・気持ち

 そんなきもちを叶えるGiFTがココにあります。

┌─────────────────────────────┐
 │Dear 朝早くからシゴトにでかけるじぶんへ                   │          
│                                                          │
 │ 寒くてちじこまった                                       │ 
 │ 心と体をやさしくほぐすスキンラスター・クリームです。     │      
 │ どうぞ、つかってください♪♪                             │
└─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┐
 │Dear おかあさん                                           │ 
│                                                          │
 │ げんきですか？ 冷え性のおかあさんに、                    │
 │ ポカポカ温ったかぁ～いプレゼント、送りますッ☆           │
 │ リフレクソロジーエッセンスは、お風呂のときに             │
 │ 垂らして入ってね。                                       │
 │ お父さんには、もうすこしの間、現役で                     │
 │ がんばってもらえるように、                               │



 │ エネルギーが沸く飲むお花のエッセンスを選びました。(笑）  │
│                                                          │ 
└─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┐
 │Dear パパ                                                 │ 
│                                                          │
 │ いつもお仕事ご苦労さまです。                             │
 │ プロジエクトうまくいくといいですね☆                     │
 │ 日頃の感謝を込めて、創造性を高める                       │
 │ ブランデー味のお花のエッセンスを贈ります。               │
 │ （パパの好きな味だからって、一度に沢山飲まないように！） │
 │ 毎日、どうもありがとう♪♪                               │
 │ 来年もよろしくね！（≧∀≦）ノ                           │
│                                                          │ 
└─────────────────────────────┘

 ＊ギフト用ラッピングも、無料で承ります。
 ＊カードを添えたい方は、メッセージをお付けして、先様にお送りできます。
   ご注文の際、コメント欄に、ご使用用途とメッセージをお書き添えください。

 　ギフト選びも。LiFE公認セラピストに、お気軽にご相談ください♪♪

 　▼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

 　5,000円以上のお買上げで送料無料。/クレジット・カードもご利用頂けます。

───────────────────────────────────
 ■「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、
 　12月11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/entrance.htm

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

 　ある日の午後、
 　「はじめてのフラワーエッセンス」という
 　一冊の書籍が手元に届きました。

 　あれ？なんだろう？？
 　そう思ってページを開いてみたら・・・

 　オーストラリアン・ワイルドフラワー・エッセンスの情報も
 　ちょこまかちょこまか紹介されていました。(笑）



 　・・でも、なぜ？届いたの？？
 　エッセンス情報がでてるから？ららら？

 　・・などと思いながら、
 　ページをめくっていくと、
 　巻末に取扱店リスト。

 　そこに居ました。ソフトシェル（埼玉）

 　なるほど。。。あ゛ースッキリです♪

 　ちなみにオールカラーの綺麗な本の内容は、
 　入門に必要な情報が、ミニマムに絞られて書かれていますので、
 　初心者の方には、とってもわかりやすい内容に仕上がっていました♪

 　・・・っということで、次回は、
 　書籍「はじめてのフラワーエッセンス」の内容紹介を
 　Web掲載する予定でいますッ☆

 　お楽しみに♪♪

 　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、2004年1月発行を予定しています。See You♪♪
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 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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           “Wisdom is nurturing body, mind and soul” 
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