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 　　　　　　フラワーエッセンス★ジャーナル　第11号　　
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 　今号のトピックス 

 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°
     オフィス移転で、充実のフラワーレメディ春の講座情報
 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 　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。

 　学業、職業の節目シーズン・・・春。

 　京都では、桜が咲いたり、関東では、雪が舞ったりと
 　二転三転しながら、季節が移り変わっていく様を眺めては、
 　改めて、自然界のライフサイクルに想いをはせる今日この頃・・

 　今回の注目トピック！（＠＠）

 　春のフラワーレメディ講座情報♪

 　＊関西地区初！外用実践　入門講座　参加者募集（神戸・出張講座）
 　＊読売日本テレビ文化センター「ペットを癒す花療法」（受託講座） 
 　＊アカデミー日本事務局　春のフラワーレメディ講座（東京地区・主催講座）
 　・・・他、ご案内♪♪

 　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
 　「マッサージ＆リフレクソロジスト グレンへのインタビュー前編」
 ”これまでのやり方が 180度ひっくり返った・・・”

 　オンライン・ショップからは、
 　「価格を全て税込表示に変更致しました。」

 　お客様に2つのメリット！
 　＆新製品発売のお知らせ

 　そふとしぇる→オフィス移転
 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー日本事務局
 　→高尾教室開校のお知らせ

 　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） 
 　├→ 春のスクール情報！（関西初！神戸出張講座。ペット講座。主催講座） 
 　├→「西オーストラリア花物語」著者・書き下ろしコラム第10話
 　├→ 税込表示で送料がお得に。新製品発売（オンラインショップ）

http://flowerremedy.com/


 　├→ オフィス移転のお知らせ
 　└→ 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）　　
 　　＼∥／　　　Star of Bethlehem　　スター・オブ・ベツレヘム

 目的別飲むエッセンス
 「バランス・オブ・マインド」『創造性』に調合されている
 代表的なエッセンス「スターオブ・ベツレヘム」

 何とか解決方法を見つけたいと思っている人に。
 希望をすっかり失っている人に。
 創造力がブロックされてしまっている人に。
 状況を率先して変化させることが出来ない人に。

 創造的な解決方法に対して心を開き、新しい思考に
 抜け出すことを促す『希望と創造的解決』のための
 エッセンスです。

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

 　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。
 　新しい創造力と希望で、人生の状況が完全に
 　方向転換するようになる。どのような状況に対しても、
 　常に用意されているところの、行動と選択の
 　無限の可能性に対して、マインドが完全にオープンとなる。
 　右脳を使用して意志決定を行うために。

 　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

 　▼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

 　▼バランス・オブ・マインド『創造性』は、こちら
 　http://flowerremedy.com/shop/fe/21.htm#creative

 　フラワーエッセンス/スター・オブ・ベツレヘム
 　15mlスポイトボトル入りストックボトル　 1本　3150円（税込・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
 　フラワーエッセンス・ストアにてお求めください。

───────────────────────────────────
 　■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）
───────────────────────────────────
 　関西地区初！外用実践　入門講座（神戸・出張講座）4/24（土）他
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　□■□   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”、”雑誌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
 　「外用入門実践講座」が、『関西地区』で”初開催”されます！

 　出張講座に付き、参加希望者が予定数に達した時点で、開催正式決定と
 　なりますので、ご興味のある方は、お早めにご予約ください。

 　外用実践　入門講座は、
 　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
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 　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中心に学ぶ講座です。

 　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。

 　同時に、LiFEアカデミー日本事務局主催
 　春のフラワーレメディ講座各種（東京地区）

 　読売日本テレビ文化センター（新宿）受託講座
 　「ペットを癒す花療法」も参加受付中です。

 　▼外用実践入門講座の詳細は、こちらのページ
 　http://flowerremedy.com/workshop/workshop02.htm

 　▼又はLiFEアカデミー日本事務局ホームページにて
 　http://flowerremedy.com/lifejapan/workshop02.htm

 　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♪

 　▼　その他の内容は、こちらのページでご確認ください。
 　　>> 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10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10話（連載）

 　今回のレポートは、
 　「マッサージ＆リフレクソロジスト グレンへのインタビュー前編」
 　”これまでのやり方が 180度ひっくり返った・・・”

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 ・・・（中略）・・・・
 　ええ、楽チンですよ。フラワーエッセンスを取り入れるようになって、
 　マッサージの仕事自体が、ずいぶん楽になりましたから。

 　これまでのやり方が180度ひっくり返ったし‥‥。 

 －ん？　ひっくり返ったと、いいますと？

 　グレン：　ええ、フラワーエッャZンスを知る前は、もっぱら
 　マッサージオイルを使っていたんですけど・・・（中略）・・

 －そりゃすごい効果だ。

 グレン：　なんのなんの。そんなの、まだまだ序の口・・・

 　▼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/column10.htm



───────────────────────────────────
 　■オンライン・ショップから（6 耳より 6）情報！！！■
───────────────────────────────────
 　表示価格が、”税込み表示”になりましたので、『送料がお得』なんです♪
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　4月1日より、表示価格が「税込」に義務付けられた事を受け、
 　オンライン・ショップも「税込表示」とさせて頂きました。

 　これにより、お客様には、2つのメリット。

 　1：カートでワンクリック！税込価格なので、お買い物楽ちん♪
 　2：送料無料ラインの実質5%引き下げサービスに変更となります♪♪

 　プラス・・・密かに価格が割安になっている製品が多数。（笑）
 　・・・発見の喜び？！

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　 季節のおすすめフラワーエッセンス『スニィーズィーズ』         
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

        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。

 　今まで、”コレ！”という製品に出会わなかったかた。
 　よりナチュラルな製品をお探しのかた・・
 　是非一度お試しください。

 　50mlスプレーボトル入り　3,990円（税込）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

 　～新製品発売のお知らせ～
 　ボイジャーエクセル2後継機種「プロテウス」新発売。
 　従来のボイジャーエクセル2の機能に、
 　50種のプログラム+新機能「セッション・エディター」

 「プロテウス・セッション・エディター」ソフトウェアを、
 　ダウンロードして、ＰＣでオリジナルのプログラムを作成できる
 　機能が搭載。
 　プロテウスをパソコン（Windows98以降）に接続し
 　自分だけのオリジナル・プログラムを楽しめます。

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

 　”税込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。

───────────────────────────────────
 　■オフィス移転のお知らせ■
───────────────────────────────────
 　4月5日（月）～東京・高尾に移転となります。
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 これにより、3月29日～4月4日までの期間
 発送業務、 ご連絡など、お時間を頂く場合がございます。

 メールアドレス、IP電話番号の変更はございません。

 4月5日以降、セラピールームのご予約も
 随時ホームページにて、ご案内申し上げます。

 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
 フラワーレメディ講座の各クラスは、順次、高尾教室へ移設されます。



 高尾教室では、今後、パース本校と直接オンラインで教室を結ぶ
 試験運用も開始♪お楽しみに♪♪

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

 　ウェッブのリニューアル作業を行っていた矢先。

 　何気なく覗いた不動産屋さんの
 　ウインドーに貼られたひとつの情報・・・。

 　2月の後半頃のお話です。

 　知人のアロマセラピストのサロン兼オフィスのあるビルの
 　ちょうど、上の階に、空きがあるとのこと・・

 　下見に行った不動産屋さんに、
 　「ココは、縁のある人しか入れないんですよ・・」
 　っと言われてから・・・

 　ちょうど1ヶ月後には、オフィス移転に。（笑）

 　高尾駅から徒歩3分。

 　5階建てのマンション・ビルには、
 　整体、アロマ、マシーンサロン
 　そしてこの度、フラワーエッセンスのサロン兼教室が・・。（笑）

 　約1ヶ月前。ウェッブのリニューアル作業をしていたはずが、
 　何故か、只今、移転準備の真っ最中です。（笑）

 　ホントに世の中面白い♪

 　移転の全貌は、次号明らかに・・・

 　・・・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4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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      　　　　　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
                    カラダ・ココロ・たましい
           “Wisdom is nurturing body, mind and soul” 
                  ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
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