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====================================================================
 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　少人数制だから、しっかりわかる♪　楽しくできる♪♪♪　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　基礎の基礎からワカル・カワル　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　フラワーエッセンス講座　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 　　　　　 　　　　┃
 ┃　　　　定員制　新カリキュラム　参加お申込受付を開始　　　　┃
 ┃　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃　▼　グループ参加でもれなく特典　▼　　┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
         http://FlowerRemedy.com/workshop/workshop.htm
 　　　                                      　　　　　　　　　　 
 　 ○─────────────────────────────○
 　                                                              

┌─────┬────────────────────────────┐
 │トピックス│ フラワーエッセンスジャーナルは、まぐまぐを通じ         │
 │          │ メルマガ登録頂いた方々に配信しています。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ 新カリキュラムで、ワカル＆カワル　フラワーエッセンス講座情報（東京地区）
 　├→ 子育てに朗報！ ヘレナ・カレッジ。ジャネット教頭のインタビュー（海外レポー
 ト）
 　├→ 季節のオススメ・エッセンス 
 　├→ 5000円以上お買い上げで・・クレジットカード手数料無料（オンラインショップ
 ）
 　└→ ニューエイジャーへの編集後記

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ♪
 　　こんにちは♪♪

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

 　　巷は、ワールドカップ一色ですが、

 　　>>日本代表”サムライブルー”の『青』の色は、
 　　>>どんなエネルギーの特性を持っているか、ご存知ですか？

 　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃　青のバランスがとれている状態下では、　　　　┃
 　┃　集中ができ、堅実、冷静な判断などが得意です。┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　ちなみに、対戦相手、ブラジルのカラー『黄』は、青と反対色。
 　　特性も、相反します。
 　　黄色のバランスがとれている状態下の特性は、楽観。気楽。

 　　面白いマッチですよね～♪

 　　日本代表には、両色のバランスの取れている状態

 　　1.難しく考えすぎず　　（青の多すぎる状態）
 　　2.楽天的に　　　　　　（補色黄色のバランスの取れている状態）

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


 　　3.気楽に　　　　　　　（補色黄色のバランスの取れている状態）
 　　4.集中し　　　　　　　（青のバランスの取れている状態）
 　　5.組織力を活かして　　（青のバランスの取れている状態）

 　・・・で、是非、活躍して欲しいところです。ε=ε=ε=(┌ ‾_)┘

 　　ヽ(∇⌒ヽ)(ノ⌒∇)ノ
 　　　　　　　　　　　　┌──┐彡
 　　ガンバレ！Nippon!!　│ ● │　
 　　　　　　　　　　　　└──┘彡

 ━━━━━━ フラワーエッセンスの花の持つ青のエネルギー特性━━━━━━
 　内服法マスター講座より: http://FlowerRemedy.com/workshop/workshop03.htm

 　┌────────────────┬─────────────────┐
 　│　　バランスの取れている状態　　│　　　　アンバランスな状態　　　　│
 　├────────────────┼─────────────────┤
 　│集中、穏やか、堅実、規律など　　│　～過剰な時～　│ ～過少な時～　 │
 　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　締め付ける　│　　　　　　　　│
 　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　悲観的　　　│　集中できない　│
 　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　厳格な　　　│　突飛な　　　　│
 　└────────────────┴────────┴────────┘

 ━━━━━━━━ 　試験や会議前、本番に力を発揮する！━━━━━━━━━ 

 　　　　　▼サッカー日本代表に、役立ちそうなエッセンス製品▼
 　　　　　　>>http://flowerremedy.com/shop/fe/stock3.htm

 　ダンピエラ　　　　　→　心身の緊張を解放し、柔軟性を持つ
 　スターオブベツレヘム→　創造性、創造的な解決法
 　イエローフラッグ　　→　楽観的な精神
 　パープルフラッグ　　→　プレッシャーからの解放

 　ダンピエラクリーム　→　心と体の緊張を解き、柔軟性をもたらす。
 　　　　　　　　　　　　　エネルギーの活性を促し、スムーズに流れるようにする。
 　　　　　　　　　　　　　スポーツ前に使用すると、筋肉が柔らかくなり
 　　　　　　　　　　　　　怪我の予防や、アップにも役立つ。
 　　http://flowerremedy.com/shop/fe/cream.htm

====================================================================

 　2006年初夏号のトピックスは・・・この後すぐ♪

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　　　　新カリキュラムで、基礎の基礎から・・ワカル＆カワル
 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★
 　┏━┫　＝＝＝＝＝フラワーエッセンス講座情報（東京地区）＝＝＝＝＝┣━┓
 　┃　┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛　┃
 　┗━━┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━┛

┌───┐
 │。――│　　書籍『西オーストラリア花物語』の講座を、日本で学べる。
 │。＝＝│　　心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディ
│      │
 └───┘自分で自分を癒す知恵とノウハウをマスターするフラワーエッセンス講座

 　　少人数制だから、しっかりわかる♪できる♪♪

 　┏━━━興味に応じて、3コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┓
 　┃
 　┃　[基礎]
 　┃　フラワーエッセンス基礎講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop0
1.htm
 　┃　　　　　　　　　　　7月1日（土）→心と体のつながりと関係性を発見し、フラワ
 ーエッセンスを
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　心身の健康維持に役立てていくことを目的と



 しています。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　レシピも多数紹介。オリジナル・スプレーの
 製作も行います。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　and more・・・
 　┃　
 　┃　[アドバンス]
 　┃　外用実践講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop02.htm
 　┃　　　　　　　　　　　7月8日（土）→フラワー・エッセンスでは、唯一ともいえる

 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　アキュ（耳ツボ）・トリートメントのテクニ
 ックを実践。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　ストレスと痛み、 エネルギー消耗、不眠不
 安等への適用法や
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　局所適用方法などを学びます。and more・・
 ・
 　┃
 　┃
 　┃　内服法マスター講座(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop03.htm
 　┃　　　　　　7月22日(土）23日（日）→花の色の特徴について理解を深めながら、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンス88本のポイントを学びま
 す。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　花カード診断の方法、調合方法、摂取方法、

 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　反応パターンを実践を交えながら学び、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　スキルの総括として、調合の実践を行ないま
 す。and more・・・
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┛

 　>>ご自分やご家族の健康や、スキルアップ、より豊かな人生のために。

 　　親子関係、恋愛関係、職場関係、自己鍛錬、自己実現、スキルアップ、健康・・・
 ＿┌─────────────────────────────────────┐
 ＿
 ＼│　　　自分自身の内なるチカラを引き出し、人生の様々なテーマに向き合い、　　│
 ／
 　│　解決していくノウハウをフラワーエッセンスを通じて獲得していきませんか？　│

 ／└┬───────────────────────────────────┬┘
 ＼
 ── 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─
─

 　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
 　Living Essence『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講座。

 　体験重視の少人数制なので、気軽に・楽しく・ワカルまで・・をサポート。
 　
 　お友達と一緒のご参加なら、もっと気軽で楽しく、
 　さらに、それぞれ５％の割引特典もご利用頂けます♪
 　
 　定員数に達し次第、受付終了とさせて頂きますので、
 　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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　■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！！

 　 子育てに朗報 ♪┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　┏━━━━━━┛　ヘレナ・カレッジ。
 　　│　ジャネット教頭のインタビュー（海外レポート）
 　　┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　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）
 　　　（→　http://FlowerRemedy.com/shop/fe/supply.htm　で、取扱中）

 　　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、
 　　『ヘレナ・カレッジ ジャネット教頭へのインタビュー』
 　　”生徒が、フラワーエッセンスを使って・・・”

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　・・・（中略）・・・・

 　　いつだったか、女教師の一人が突然ぎっくり腰になって、授業が
 　　出来なくなってしまったことがあるんです。「あまりに痛くて動けないので、
 　　医者に連れて行ってくれ」って訴えるので、DampieraとMenzies Banksiaを
 　　数分おきにたっぷり塗ってあげました。するとどうでしょう。その彼女、３０分も
 　　経たない内にムクリと起き上がって教室に歩いていくじゃありませんか！　
 　　もう、びっくり。生徒はがっかりしたかも知れませんけど（笑）。

 　　－それはすごい。

 　　ジャネット教頭：　それで、ここにいる生徒達にも使ってみることにしたんです。
 　　ねえ、ベン、私が初めてキミを診てあげたときのこと、覚えてる？

 　　ベン・シルソン生徒（９年生１４歳）：　花のカードを選ぶヤツのこと？　
 　　うん、確か、Black Kangaroo Pawを選んだと思うんだけど。

 　　ジャネット教頭：　その時、キミ、何か問題を抱えていたから、
 　　私のところに来たんだよね。頭の上にボトルを置いたの、覚えてる？
 　　そしたら、キミの問題点はどうなったんだっけ？

 　　ベン・シルソン生徒：　えーと、ああ、そうそう。数学の試験の前だったんだけど、

 　　全然集中できなくて、何も覚えられなくて、どうしようかと思っていた。
 　　でも、カードで選んだ花のボトルを頭に載せてもらったら・・・・

 　▼八木葉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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
 　　　┃　　　　　　季節のオススメ・エッセンス　　　　　　┃
 　　　┃　　　　　　　　　スニィーズイーズ　　　　　　　　┃
 　　　┃　　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　　┃
 　　　◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇

 　　　　スッキリ、ハッキリしない・・・

 　　　　そんな季節に、オススメのフラワーエッセンス・スプレー
 　　　　▼『スニーズイーズ』
 　　　　>>http://flowerremedy.com/shop/fe/spray.htm
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　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。

 　一般的には、花粉症対策として、春先に、重宝されている製品ですが、
 　実は、この季節にも、とっても役に立つエッセンスが配合されているんです。

 　～～～～～～～～～～～～～～～～～
 　　＜＜配合されているエッセンス＞＞
 　　シャイブルーオーキッド
 　　カウスリップオーキッド
 　　マクロザミア
 　　ケープブルーベル
   ～～～～～～～～～～～～～～～～～
 　　　↓　　　　　　　　　↓
 　エネルギーのブロックによる滞り
 　閉塞感
 　ウィルス
 　頭のモヤモヤ
 　目、耳、鼻（感覚器官）のくもり
 　（サードアイのくもり）
 　～～～～～～～～～～～～～～～～～
 　　　↓　　　　　　　　　↓
 　自分を取り巻くエネルギー、感覚と視界を良好に、
 　スッキリ、クリアにしてくれます。
 　基本的な使用方法は、顔（鼻と目のの周囲）と額にスプレーをしますが、
 　プラス頭全体、耳の周囲などもスプレーしてみてください。



 　ジメジメしたお部屋に、スプレーしても、気分スッキリッ☆
 　～～～～～～～～～～～～～～～～～

 　　　　　　　　・・・是非、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

 　▼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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ☆／★／　　　 クレジットカード手数料無料サービス実施中　　　 ＼★＼☆
 ／★／　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　　＼★＼
 ★／　┏━━┫フラワーエッセンス専門店の品質とサービス　┣━━┓　＼★
 ／　　┃　　┃　　　そふとしぇる☆オンラインショップ　　┃　　┃　　＼
 　　　┃　　┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛　　┃　　
 　　　┗━━━━━┛　↓特別プレゼントあります↓　┗━━━━━┛
 　　　　　　　　http://FlowerRemedy.com/shop/shop.htm

 　　　あなたにぴったりが、必ずミツカル

 　　　　:*.☆。フラワーエッセンスをお求めなら・・・。☆.*:
 　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 　　　◆●◆　　　高品質な製品＆サービスをお約束　　◆●◆
 　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

 　　地方の方も。都心の方にも・・・みんなに、それぞれの満足とサービスを。

 5000円以上のお買い上げで
   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 全国送料無料＆クレジットカード手数料無料
 (‾－|‾‾|　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
  ◎‾‾◎‾ 　　＆スピーディーな当日・翌日配送（特定日除く）

 　>>地方の方に・・お届けしたい。だから。

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　送料無料　　┃　⇒　全国一律送料設定。送料無料も、税込5000円から。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　スピーディ　┃　⇒　当日・翌日発送対応（特定日除く）
 　　　┗━━━━━━━━◆　

 　>>都心の方にも・・便利でありたい。だから。

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　時間指定　　┃　⇒　キメ細やかな時間指定対応。
 　　　┗━━━━━━━━◆

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　多彩な決済　　┃　⇒　クレジットカード手数料無料（5000円以上で）
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　便利なコンビニ後払い・代金引換にも対応

 　>>高品質な、良い製品をお届けしたい。だから。

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　品質管理　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる製品管理。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　回転の速いフレッシュな製品をお届け。

 　>>プロのセラピーを受ける感覚を知ってもらいたい。
 　>>最高の製品パフォーマンスを提供したい。だから。

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　無料相談　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる無料相談。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　もちろん。使用方法のアフターフォローも徹底

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　プレゼント　　┃　⇒　製品パフォーマンスを高めるツールのプレゼント
 　　　┗━━━━━━━━◆　　　ドロッパーボトル、ロールオンボトル、ミニアトマイ
 ザー



 　　　　結果を求める方の、エッセンス選びに。
 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　　　　　　▼　セラピストに相談できるウェッブショップ　▼
 　　　　　　　　　　　 http://FlowerRemedy.com
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　ますます便利で、高品質なサービスを、是非、ご利用ください。

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

 　みんな、元気？

 　ここまで、読んでくれて、どうもありがとう。

 　私は、本来。直感型人間だから。
 　モノを複雑に言うのは、大変なのです。(笑）

 　なので、シンプルに。(笑）

      　　☆━☆━ ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
                    日々、新鮮で。
 　　　　    愛と感謝で。ありますようにミ☆
          ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

 　・・・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 http://flowerremedy.com/information/qform.htm
 ■ ＜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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