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 ┏  　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　夏号　　

 　　　　　　フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　　　　　　

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　夏号のトピックス 

 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°
           フラワーレメディ夏講座　受付開始（東京・関西）
 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ♪♪
 　蒸し暑い季節となりましたが、お元気でお過ごしでしょうか？

 　フラワーレメディ.com そふとしぇる
 　LiFE公認セラピストのさだまさです。

 　だるッ・・・やる気が・・・
 　・・・・っと想ったら、早めのリフレクソロジーＢ。（ダンピエラ・クリームもいいで
 すよ！）
 　お蔭様で、元気復活です！！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　　　★　今回の注目トピック！（＠＠）　★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　──★フラワーレメディ夏講座　参加受付開始♪★──

 　＊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2005年夏（東京地区・関西地区）

 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー日本事務局の
 　ホームページが独自ドメイン　lifeacademy.jp取得。
 　リニューアルされたの、ご存知でしたか？

 ・・・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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ フラワーレメディ情報！（東京地区・関西地区） 
 　├→ アカデミー・ホームページ移転、新機能のご紹介（LiFEアカデミー日本事務局）
 　├→ 夏にオススメの製品情報（オンライン☆ショップ）
 　└→ 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　■フラワーレメディ夏講座 受付開始■（LiFEアカデミー日本事務局）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　セルフヒーリングマスター講座（東京/神戸）開催情報
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　□■□   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

http://flowerremedy.com/


 　”FiLi”、”雑誌anan”でも紹介♪

 　自分で自分を癒す知恵とノウハウをマスターする
 　セルフヒーリング・マスター講座

 　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他、
 　内服調合の為の花カード診断方法のノウハウや、調合滴数の査定方法
 　調合法などを実践し、講座最終日には、ご自身のテーマにあった
 　フラワーエッセンスのオリジナルボトルを製作、お持ち帰りいただきます。

 　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。

 　定員数に達し次第、受付終了とさせて頂きます。
 　国内講座の中でも、最も人気のある講座ですので、
 　ご希望の方はお早めにご予約ください。

 　講座内では、パース本校と直接オンラインで教室を結ぶ
 　試験運用も実験中！

 　通信状態とスケジュールによっては、
 　バスデバー博士や、「西オーストラリア花物語」の著者
 　八木葉生氏とのオンライン質疑などにも遭遇するかも♪

 　同時に、関西特別出張講座（神戸・元町）8月12～15日も
 　参加受付を開始。

 　機会が無かった方にも朗報ッ☆
 　年に１回恒例の関西特別出張講座です。
 　
 　こちらの講座も、定員数に達し次第、受付終了とさせて頂きます。
 　ご希望の方はお早めにご予約ください。

 　▼開催講座の詳細情報は、こちらのページで
 　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　▼又はLiFEアカデミー日本事務局ホームページにて
 　http://lifeacademy.jp

 　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

■■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■■■　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー日本事務局ホームページ
 ■■　　　　　　　独自ドメイン＆リニューアルで、新機能付
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　　　新ホームページアドレス：http://lifeacademy.jp
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー日本事務局のホームページが
 　移転リニューアルされたのは、ご存知ですか？

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


 　移転に伴い、より便利な機能をご利用頂けるようになりました。

 　便利な使い方の一部をご紹介いたします。

 ■　新機能１：国内講座の開催スケジュールがメールで受信できる　■

 　国内開催講座の各ページの開催スケジュールをみるをクリックして頂きますと
 　ポップアップ画面で、現在、受付中・予定中の講座スケジュールを一覧して頂ける他、

 　　[スケジュールをメールで受け取る]　　をクリック
 　　　　　　　　↓
 　　[配信希望アドレスをご入力]　　　　　頂くだけで

 　パソコンや、携帯のアドレス宛に、スケジュール一覧が届きます。

 　送信されるメールには、本メールマガジンのご登録案内もありますので、
 　最新の講座開催情報を自動的に受け取って頂くこともできます。

 　あとで、ゆっくり確認したい時や、
 　お友達にメールでお知らせしたい時などに便利です。

 ▼国内講座のご案内は、こちらです。
 　http://lifeacademy.jp/workshop.htm

 ■　新機能２：ご案内パンフレット・関連資料がダウンロードできる　■

 　アカデミー本校の学校案内の他、各講座のご案内パンフレット、
 　手続き関連書類等を、ダウンロード・プリントアウトして頂けます。

 　常時接続できないときや、あとでじっくり読みたいとき
 　お友達にプリントアウトして手渡したいときなどに便利です。

 　日本事務局の地図や、パース本校の地図なども、
 　ダウンロードできますので、ご来訪の際にもご利用ください。

 ▼資料のダウンロードは、こちらから
 　http://lifeacademy.jp/admin.htm

□■
 □■　　ドメインも覚えやすくなりました！
 □■   心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディ講座
 □■ 　 ホームページは、　http://lifeacademy.jp
 □■■　　
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　■　夏にオススメ！　の製品情報　■（オンライン☆ショップ）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　
 　心身のけだるさを吹き飛ばし、イキイキと夏場を過ごすための
 　フラワーエッセンス・バスセラピー

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　 季節のおすすめフラワーエッセンス『リフレクソロジー エッセンス』         
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

        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
        フラワーエッセンス・バスセラピー用エッセンス 

       『リフレクソロジーAタイプ（リラックス用）』
 　　　『リフレクソロジーBタイプ（エネルギー活性用』



 　けだるくやる気がでない時や、
   疲れが溜まってしまって抜けない、寝つけない時などに。

   疲れすぎて、ストレス、緊張が抜けない、寝付けない、よく眠れない
 　ゆっくり休養したい・・・・そんなときは、リフレクソロジーAタイプを

 　けだるくて、やる気がでない、疲れが溜まって抜けない、痛みを感じる、
 　でも、やることはある・・・そんなときは、リフレクソロジーBタイプを

 　使い方は、とっても、シンプルで簡単。

 　お風呂に入る直前に、リフレクソロジーエッセンスをバスタブに垂らして、
 　入浴するだけ。

 　バスセラピー用に開発された製品ですので、心身の浄化作用にも優れています。

 　お風呂に入れないときや、手足がだるいと感じる時には、手浴、足浴だけでも、
 　ＯＫです。

 　直接、体やツボなどにつけて使用することもできます。
 （マッサージが、とっても、気持ちいいですよ♪）

 　毒性や習慣性が一切無い大変ナチュラルで、安全なフラワーエッセンス製品は、
 　病中、病後の方など、特別なケアが必要な方や、赤ちゃんや、お子様、お年寄りや、
 　妊娠中の方など、デリケートな方も安心してご使用頂けます。
 　
 　また、お湯に垂らす入浴剤タイプの製品なので、
 　ご家族全員で、手軽にご使用頂けます。

 　ペットのケアにもご使用頂けますので
 　食欲不振や、毛艶の悪さ、ストレスが気になる愛犬、愛猫のお風呂タイムに、
 　リフレクソロジーエッセンスを垂らしたお湯で、優しくトリートメントして
 　あげてください。

 　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。

   贈り物としても、大変喜ばれています。

 　30mlスプレーボトル入り　3,150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/reflex.htm

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

 　オンライン☆ショップでは、製品・ご購入に関するご質問やご相談、
 　アフターフォローなどを、LiFE公認資格を持つ専任セラピストが対応、
 　ご案内させて頂いておりますので、どうぞお気軽に、ご利用ください。

----------------------------------------------------------------
   ＿＿＿＿　　　　
  /□∥　〒| 　　　　オンライン☆ショップのお買い物サービス
 (‾－|‾‾|　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
  ◎‾‾◎‾ 　　　　　▼5000円税込で、全国送料無料！▼
 　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/shop/shop.htm

 　ワンクリックで、ご希望の製品を全国にお届け致します。
 　はじめての方も、大切なギフトにも、安心してご利用頂けるサービスです。

 □■■メリット1■■□　　ワンクリックで、ラクラクお買い物

 　欲しい製品を選んで、カートボタンを押すだけで、OK



 　2度目のお買い物からは、配送先情報などのご入力不要

 □■■メリット2■■□　充実したお支払い方法からお選び頂けます。

 　オンラインショップでは、5種類のお支払い方法の中から
 　お好きな方法をお選び頂けます。

 　「銀行振込」「郵便振込」「クレジットカード」「代引」「コンビニ後払」

 【安心をお約束♪】

 ■コンビニ後払いは、製品を受け取ってから、代金を
 　お近くの提携コンビニで、お支払頂く便利なサービス。

 　製品をお送り致しました後、決済会社　ネットプロテクションより、
 　お振込用紙をご郵送させて頂きますので、到着後、お手続きください。

 ■クレジットカードは、信頼の「クロネコ＠ペイメント」を利用。
 　当方では、お客様のクレジットカード情報をお伺いすることは一切ありません。
 　SSL対応で、高度なセキュリティー技術をご提供。
 　分割、リボ払いもご利用頂けます。（分割、リボ払い対応のカードご利用時）

 □■■メリット3■■□　5000円（税込）以上で、全国送料無料サービス。

 　北海道～沖縄まで、全国対応。　即日～翌日お届け。

 □■専門ショップのこだわり1■□　LiFE公認セラピストにご相談いただけます。

 　『どの製品を選べばいいの？』

 　そんなご質問やご相談に、専門家がお応え致します。

 　ホームセラピストを持つ感覚で、LiFE公認セラピストまで
 　お気軽に、ご相談ください。

 □■専門ショップのこだわり2■□　製品の保管・管理も万全です。

 　フラワーエッセンスは、大変精妙、デリケートな製品で、
 　直射日光や、高温、多湿、電磁波、ライトや照明が強く当たる店舗や、
 　多くのひとが触れる雑多な環境を苦手としますので、
 　保管・管理が、製品のクオリティーに大きな影響を与えます。

 　オンライン☆ショップでは、製品の保管・管理にも特別な配慮をし、
 　そのクオリティーに、当然こだわりを持っています。

 　ますます便利で、お得なサービスを、是非、ご利用ください。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　 　▼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

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

 　6月の17日～22日という強行日程で、
 　急遽、海外研修に出掛けることになりまして、
 　ひさしぶりに「おそと」の風を吸ってきました。

 　
 　現地、正味3日半程度の滞在でしたが、
 　とっても『エンジョイ』してきました。(笑）



 　『エンジョイ』という言葉・・・
 　ひと昔前の単語の様ですが、(笑）
 　今回の海外研修の心象は、まさに
 　
 　『エンジョイ』という言葉がぴったりです。

 　日本では、最近、あまり聞かなくなった
 　または、言わなくなった『エンジョイ』という言葉ですが、

 　　英語圏では、『Please enjoy～』とか、
 　『Let's enjoy～』とか、
 　『Enjoy～』って、至るところで、頻繁に聞いたり、言ったりしています。

 　レストランで。プレイスポットで。ワークショップで。

 　まさに、「楽しむ文化、楽しむ人生なんだなぁ～」っと痛感ッ。

 　ビーチ沿いを通っていたら、パーキングをスイスイと走る、ウィンドボード
 （＊ウンドサーフィンと、スケートボードが合体したようなもの）を見かけました。

 　「へぇ～。ウィンドボードかぁ」っと眺めていたら、なんと！！！（＠＠）

 　乗っていたのは、白髪で、しわしわ（失礼！）の
 　正真正銘、生粋のおばあさんでした。　（うちの両親より、間違いなく、年配。）

 　驚きと共に、「ジ～ンときちゃったよ。(笑）」

 　とっても嬉しく、頼もしく・・・
 　なんだかわからないけど、勇気まで沸いてきました。(笑）
 　
 　「すごいぞ、人類！」

 　
 　今回の体験のテーマをひと言で総括するとしたならば、
 　キーワードは、『ユニークネス』

 　これからもっと体現したいのは、
 「ユニークネスを楽しむ」『エンジョイする』経験とステージ。

 （▲前回メルマガの編集後記の問いの答えを、ここにみつけた！）

 　コレからますます、もっともっと『エンジョイ』という言葉を、
 　頻繁に使うような人生にしていきたいなと想いました。ヽ(∇⌒ヽ)(ノ⌒∇)ノ

 （編集後記後記）

 　・・・・・帰国したら、
 　飼い猫の世話をしてくれていた知人が置いていったであろうNewsWeek 日本語版の
 「ロンドンの特集記事」のページが、　テーブルにパカッと開いてあった。
 　ふと目をやると・・
 　そのページにも、大きな活字で「ユニークネス」の文字を発見。(笑）

 　・・・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♪

 　次号まで、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@flowerremedy.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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