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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　今号のトピックス 

 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°
     かぜ？花粉？？でも今年は万全！ 冬～春にオススメのエッセンス
 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 　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。

 　年末年始、旧正月、節分、立春と
 　節目が過ぎれば、もうすぐ春。

 　のこり少ないウィンタータイムを快適に過ごして、
 　いよいよ本番スタートです。

 　今回の注目トピック。

 　マガジンハウス社出版の雑誌「anan」2月18日発売号
 　特集『人生コレで一発逆転！』に
 　Lifeアカデミーの講座が紹介。

 　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
 　「ポストオフィス医療センター勤務。マンディ・スミスへのインタビュー」
 　 大変化・・！！

 　かぜ？花粉？？ でも今年は万全！
 　冬～春にオススメのエッセンス

 　などなど・・。

 　最後まで、じっくりおつきあいくださいねッ(≧∀≦)ノ

 　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！（鼻かぜ、花粉症対策用エッセンス）
 　├→ 2004年スクール情報！（春の講座受付けのご案内）
 　├→「西オーストラリア花物語」著者・書き下ろしコラム第9話
 　├→ ジャパンネット銀行口座でお振込みがお得に（オンラインショップ）
 　└→ 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。

 　　◆◆◆
 　◆◆◇◆◆　　

http://flowerremedy.com/


 　　◆◆◆　　　今月オススメのフラワーエッセンス（お花の紹介）　　
 　　＼∥／　　　シャイブルー・オーキッド

 花粉アレルギーや、かぜ、鼻のぐしゅぐしゅ対策用スプレー
 『スニーズイーズ』に調合されている
 代表的なエッセンス「シャイブルー・オーキッド」

 新しい考え方を確立しようとしているひと。
 状況を変えるだけの力がないと感じているひと。
 目に見えない力から抑制されて、自分の人生を
 自由に表現することが出来ないと感じている人に。

 問題点に影響されることなく問題点の一部または
 全面解決の機会があったときに、その価値を認識して、
 それを利用することが出来るだけの気づきと集中力が
 出てくることを促す『現状打破』のためのエッセンスです。

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

 　自由に前進することが出来るようになるために。
 　スピリチュアルなエネルギーに集中して、周りの
 　環境を重苦しくしているネガティブな威圧力を
 　一貫して打ち破るために。
 　深い内観を促すための、非常に繊細なエッセンス。

 　キーワード：現状打破
 　突破、覇気、迫力、霊感、自由表現

 　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

 　冬～春の必需品『スニーズイーズ』は、こちら。
http://flowerremedy.com/shop/fe/sneezez.htm

 フラワーエッセンス/シャイブルー・オーキッド
 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/stock3.htm#s
 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9回目は、「鼻かぜ・花粉アレルギー対策用オススメエッセンス」
 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 --■　■--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使用法」
http://www.FlowerRemedy.com/flowerremedy/report.htm

                                     
 【鼻かぜ・花粉アレルギーに対する使用法】

 フラワーエッセンス・スプレー　Sneezeaz　スニーズイーズを、
 鼻のまわり、頬骨の上、眉間、おでこから頭にかけて、
 1日6回、または必要に応じてスプレーします。

 パソコンなどの使用による、疲れ目や頭痛などの際にも同様に使用できます。



 小さなお子様やお年寄り、妊娠中の方にもご使用頂けます。

 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

───────────────────────────────────
 　■2004年フラワーレメディ春の講座 参加受付中■（LiFEアカデミー日本事務局）
───────────────────────────────────
 　プラクティショナーの方にもご好評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、参加証がエアメールで届く唯一の講座。
   □■□   心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディ

 　FiLi、ananでも紹介
 　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
 　春のフラワーレメディ講座

 　・セルフヒーリング・マスター講座（全4回）
 　・外用実践入門講座（1日）
 　・内服法ベーシックスキル（全3回）

 　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ぶ講座です。

 　ご自分の健康や、スキルアップの為に。
 　また、販売を手掛けていらっしゃる方や、
 　プロのプラクティショナーの方なども、多数ご参加頂いています。

 　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
 　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♪♪）

 　尚、開催日直前のお申し込みは、大変込み合います。
 　余裕をもって、お申し込みください。

 　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

───────────────────────────────────
 　■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9話！！
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　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9話（連載）

 　今回のレポートは、
 　　「ポストオフィス医療センター勤務。マンディ・スミスへのインタビュー」
 　 大変化・・

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


 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 ・・・（中略）・・・・
 　たくさんあるけど‥‥そうね、２０年以上も痛風を患っている
 　８０代の老婦人。この人は、腕が麻痺してブルブル震えていたの。
 　もちろん、家事なんて全然できない状態。

 　それで、アルシニア、リーフレス・オーキッド、ＷＡスモークブッシュの
 　３本で、内服と、耳にある腕のツボでトリートメントを続けたら・・

 　▼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/column9.htm

───────────────────────────────────
 　■オンライン・ショップ発　人気の製品は、コレ！■
───────────────────────────────────
 　お振込手数料がお得なジャパンネット銀行口座開設致しました。
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　 季節のオススメ　『スニーズイーズ』         
 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

        大自然の優しさでお子様からお年寄りまでご使用頂ける
        かぜ、花粉アレルギー対策用フラワーエッセンス・スプレー 
       『スニーズイーズ』

 　スニーズsneezeとは、 英語でくしゃみの意味。
 　スニーズイーズのネーミングは、鼻などの不快感を和らげ、
 　アレルギーなどから起るくしゃみや鼻水を楽にできるという意味に由来。

 　口腔内利用可能なスプレータイプの製品なので
 　飲用が苦手なお子様やお年寄りの方、妊娠中の方も
 　ご家族全員、手軽に安心してご使用頂けます。

 　50mlスプレーボトル入り　3,800円（税別）の
 　お求めは、フラワーエッセンス・ストアで。
http://flowerremedy.com/shop/fe/sneezez.htm

 　▼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。

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

 　あいかわらず、ウェッブのリニューアル作業を行っています。（笑）

 　ひとつひとつの作業は楽しい。
 　でも、ボリュームがとっても多くて、
 　気が遠くなりそう・・（笑）

 　忙しい。慌しい。
 　やること、やりたいこと一杯ある！

 　でも、忙しいと想えば想うほど、
 　用事が増えるのは、何故なのぉ？？（笑）

 　そんな時は、あえて余裕を持つために
 　呼吸に意識を向け、
 　内観する時間を多く創るよう心掛けます。

 　それもちょっと難しい・・・
 　そんな時は、お助けアイテム。（笑）

 　アンティセプティックブッシュと
 　シャイブルーオーキッドの調合スプレーで、心身と場を整えてから
 　バランスオブマインドの集中と瞑想で。

 　MYとっておきお助けレシピです。（笑）

 　日々たくさん訪れる迷惑メールもウィルスメールも



 　ただ機械的に削除する。（笑）

 　まぁ、それもいずれ治まるさッの精神を取り戻す。

 　ウィルス撃退は、PCにワクチン・ソフト
 　心と体にシャイブルーオーキッド？！

 　・・・っということで、次回もお楽しみに♪♪

 　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2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。

 　まぐまぐマガジン     http://www.mag2.com      ID=0000108972 
 　melma!　　　　　　 　http://www.melma.com     ID=m00089972
----------------------------------------------------------------------
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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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 　　 　　 http://www.FlowerRemedy.com　（HPはココをクリック！）
 　　 
 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★ 
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