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 癒しと自己実現の道程
 フラワーレメディ総合情報マガジン
 フラワーエッセンス・ジャーナル　☆2005年末号☆　
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 ┏  　フラワーレメディ総合情報マガジン 　 ━━━━━━━━━━━┓

 　　　　　　フラワーエッセンス★ジャーナル　2005年末号　　

 　　　　　　フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　　　　　　

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　>>　年末号のトピックス <<

 >☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°
   
   バルナオ博士のオンライン講座（音声ファイル 50分）視聴開始（最新情報！）
   2006年2～3月フラワーレメディ講座＆セラピスト養成講座　受付開始 （最新情報！）
   アボリジニの伝統的なピットヒーリング（動画配信
   セラピストのカウンセリング☆オンラインショップ　リニューアル＆特別プレゼント
   オススメのフラワーレメディ・クィックレシピ

 >☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ♪♪
 　オフィスのある高尾山では、
 　24日、初雪が降りました。

 　大変冷え込んで来ていますが、
 　みなさん元気でお過ごしですか？

 　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。

 　寒い季節の体と心の疲れと冷えに
 　心と体を、こんぽんから温める
 　・・・・リフレクソロジーエッセンスで
 　ホッと、和んでみてくださいね♪

 　今回号では、バルナオ博士のオンライン授業の様子を50分間、
 　音声ファイルで、視聴して頂けるサービス開始のお知らせの他、

 　アボリジニの伝統的なお花の癒し『ピットヒーリング』の様子を
 　動画で、ご覧頂けるサービス開始のお知らせなど、
 　マルチメディアコンテンツも満載で、お届け致します♪

 ・*☆*・*☆*・・*☆*・・*☆*・・*☆*・*☆*・*☆*・*☆*・
 :*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:
  　     Merry X'mas & Happy New Year to you ♪♪
 ・*☆*・*☆*・・*☆*・・*☆*・・*☆*・*☆*・*☆*・*☆*・
 :*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

 　　来年もさらに、よき年となりますように♪

 　　フラワーエッセンスが、皆様の癒しと自己実現の
 　　お役に立てますよう、願いつつ・・・ミ☆

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

 >　──★バルナオ博士のオンライン講座　音声視聴開始★──

 　国内講座内で行われているオンライン講座、実験テスト
 　バルナオ博士のオンライン講座を50分間ご視聴頂けます。

 >　──★2006年　フラワーレメディ講座　受付開始★──

 　アカデミー日本事務局主催
 　フラワーレメディ講座2006年2～3月（東京地区・主催講座）

http://flowerremedy.com/


 >　──★　2006年　セラピスト養成講座　★──

 　2006年度パース本校短期集中セラピスト養成日本語講座

 　開催情報＆受付開始のご案内♪♪

 >　──★　カバーストーリー（動画配信）　★──
 アボリジニの伝統的なピットヒーリングへ・・インサイダーウォッチ

 >　──★　リニューアルオープン＆プレゼント　★──

 セラピストのカウンセリング☆オンラインショップ
 　

 ・・・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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘
 　├→ バルナオ博士のオンライン講座（音声ファイル）視聴開始のご案内
 　├→ フラワーレメディ最新講座情報！（2006年2～3月講座、留学講座）
 　├→ アボリジニの伝統的なピットヒーリングへ（動画配信）
 　├→ リニューアルオープン＆プレゼント（オンラインショップ）
 　└→ 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ☆───────────────────────────≪視聴開始≫─☆
 　◆…◆バルナオ博士のオンライン講座（LiFEアカデミー日本事務局）◆…◆
☆─────────────────────────────────☆

 >　”FiLi” ”雑誌anan”でも紹介♪

 　□■□   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

☆─────────────────────────────────☆
 　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は、
 　パース本校とインターネット回線で、映像と音声を繋ぎ、
 　リアルタイムでミニ講座を行うオンライン授業の実験を行っています。

☆─────────────────────────────────☆

 　2005年のセルフヒーリングマスター講座内で行われた
 　オンライン授業の様子を、50分間無料でご視聴頂けます。

 　生徒さんからの質疑にも、バルナオ博士が自ら、
 　ひとつひとつご回答していますので、必聴です♪

 　音声ファイルは、国内講座のご案内
 　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　もしくは、リビング・フラワーエッセンス・アカデミー日本事務局
 　講座案内のページで、ご視聴頂けます。（MP3ファイル）
 　http://lifeacademy.jp/workshop.htm

 ▼フラワーレメディ国内講座のご案内は、こちらです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ☆───────────────────────────≪2006年≫─☆
 　◆…◆フラワーレメディ講座・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（東京本部・高尾）2/05（土）～開催



 >　外用実践入門講座（1日）、内服法ベーシックスキル（3日間）
 >　同時開催＆参加受付中。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 >　”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
   □■□   2006年2～3月の受付を開始。
 　
☆─────────────────────────────────☆
 　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・アカデミー唯一の日本国内公認講座なので、
 　受講後は、参加証が、パース本校よりエア・メールでご自宅まで届けられます。

 　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♪

 　自分を知る。自分を癒す。・・各種講座情報♪

 　▼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/workshop.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。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆─────────────────────────────────☆
 　◆…◆アボリジニの伝統的なピットヒーリングへ　インサイドウォッチ◆…◆
☆─────────────────────────────────☆

 　4万年前からの人類の叡智
 　オーストラリアの現住民族ヌンガーアボリジニ族のナンジャン長老による
 　伝統的なフラワーエッセンス療法『ピットヒーリング』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　オーストラリアの先住民族アボリジニ族は、4万年前から
 　お花をつかった癒しの儀式を行っていました。

 　・・・・その伝統を受け継ぐ
 　ヌンガーアボリジニ族最後の長老ナンジャンによる
 　伝統的なフラワーエッセンス療法のひとつ
 　『ピットヒーリング』の儀式が2005年10月23日に行われました。

 　今回の滞在では、
 　前日から、カダンビ博士と共に、10名前後のお花を集める役割の女性と

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


 　共に、儀式で使用するお花を摘みに出掛けたり、
 　ナンジャン長老がアボリジニの聖なる土地から集めてきた土で、
 　フェイスペイントを行うための3色の顔料をつくる役目を行いました。

 　ピットヒーリング当日は、日の昂がる前、早朝5時頃から、
 　儀式の為の伝統的なフェイスペイントを始め、日が昇り始めた6時頃から、
 　セレモニーが始まります。

 　カダンビ博士に、日本で、同時に、擬似ピットヒーリングを
 　行ってくれている人たちのお話を伝えてありましたので、
 　ナンジャン長老から、日本のひとに向けて、祈りを捧げて頂きました。

 　続きは、ホームページにて。

 　▼ピットヒーリングの様子を、動画でご覧いただけます。
http://flowerremedy.com/flowerremedy/column5.htm

 　[動画メニュー]
 　1.フェイスペインティングの様子（wmvファイル 282kbps 2：45）
 　2.カダンビ・バルナオ博士の冒頭挨拶（英語）（wmvファイル 282kbps 1：25）
 　3.ナンジャン長老のメッセージ（英語）（wmvファイル 282kbps 5：22）
 　4.バルナオ博士のメッセージ　1　（英語）（wmvファイル 282kbps 5：10）
 　5.バルナオ博士のメッセージ　2　（英語）（wmvファイル 282kbps 0：22）
 　6.ヌンガーアボリジニ族の伝統的な癒しの歌（wmvファイル 282kbps 2：45）
 　7.ブッシュでのピットヒーリングの様子（wmvファイル 282kbps 0：36）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⇒⇒⇒  http://flowerremedy.com/shop/shop.htm

 ☆─────────────────────≪プレゼントのお知らせ≫─☆
 　リニューアル＆プレゼント情報
 　◆……◆　セラピストに相談できるオンラインショップ◆……◆

☆─────────────────────────────────☆

 　セラピストに相談できる
 　カウンセリング　オンラインショップがリニューアル・オープン

 　オンラインショップの期間限定として、

 [プロの厳選ツール・プレゼント]

 　スプレー製品には、携帯時に便利な5mlの『遮光ミニアトマイザー』を。

 　スニィーズイーズ、リフレク製品には、
 　ツボトリートメントに便利な　『携帯用5ml遮光ロールオンボトル』を

 　1本に1個プレゼント中です。

 　携帯して使用したい時や、電磁波等が気になる場所での使用に、
 　少量を移してご使用ください♪

 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 　かぜや、冷え、コリの季節に

 　スニィーズィーズや、リフレクソロジーエッセンスは、
 　いずれも外用専用の製品なので
 　飲用が苦手なお子様やお年寄りの方、妊娠中の方、
 　ご家族全員で、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。

 　お求めは、セラピストのフラワーエッセンス専門ショップで
 　▼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

☆─────────────────────────────────☆
 　オンラインショップでは、コンビニ後払いや、代引、クレジットカード決済など
 　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。

 　5000円（税込）以上のお求めで、全国送料無料サービス♪♪

 　ワンクリックで、ご希望の製品を全国にお届け致します。



 　ますます便利なサービスを、是非、ご利用ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆─────────────────────────────────☆
 　◆……◆　冬季休業についてのご案内　◆……◆
☆─────────────────────────────────☆

 　12月28日～1月3日まで、冬季休業のため、
 　一部の業務をお休みとさせて頂きます。
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　［期間中の諸対応］

 　電話、メール、FAX対応：12月28日～1月3日までお休みとさせて頂きます。
 　発送業務：27日午前中まで通常営業。
 　　　　　　27日午後～1月3日までお休みとさせて頂きます。
 　セラピーご予約：27日午後～1月3日までお休みとさせて頂きます。

 　期間中のインターネットによるご注文受付は、通常通りご利用頂けます。
 　期間中はご不便をお掛けいたしますが、よろしくお願い致します。

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

 　3年ぶりに、パースに研修に行って来ました。

 　ピットヒーリングの参加は、2回目ですが、
 　今回は、お花の採取係りや、フェイスペント用顔料の用意、
 　日本人参加者のお世話係りという、役割も与えられ、
 　一段と充実した経験となりました。

 　今回のメルマガでは、バルナオ博士のレクチャーや、
 　ピットヒーリングの様子などをダイジェストでお伝えするために
 　急遽、マルチメディア・コンテンツもスタートしてみました。

 　ささやかですが、FlowerRemedy.comからの
 　Small Present For You♪

 　クリスマスや、お正月のお時間のあるときに・・・
 　雰囲気だけでも、お伝えできたら幸いです。

 　みなさん、よい年末年始をお迎えください♪♪

 　2006年も、フラワーエッセンスが、
 　皆様の癒しと自己実現のお役に立てますことを
 　心より願っております。

 　・・・っということで、次回のメルマガもお楽しみに♪♪

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