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 ＼｜／　　　　　　　　　　　┏━フラワーレメディ.com そふとしぇる
 ―●――　／‾＼　⊂⌒⊃  　┃謹賀新年
 ／｜＼　／～～～＼⊂⊃　　　┃あけましておめでとうございます。
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┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ 読み物パート１：開運☆フラワーエッセンス2007年活用法
 　├→ 読み物パート２・・そして・・基本ストックボトルは　なぜ88種なの？
 　├→ 1～2月開催講座のお知らせ（東京地区）
 　├→ 冬季休業のお知らせ（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。

 　　あけまして、おめでとうございます♪
 　　グレゴリオ暦の新年です。
 　　

 　　私は、普段、TPOに応じて、幾つかの暦
 　　（グレゴリオ暦、旧暦、マヤ暦など）を複合的に
 　　使用しておりますが、グレゴリオ暦の新年には、
 　　その年のイヤーサイクルを確認して、
 　　ひとつの新しい区切りのスタートを迎えています。

 　　新年ということで、「新しいスタートを切る」
 　　・・・に、役立ちそうな情報をお届けしたいと想います。

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　☆　開運☆フラワーエッセンス2007年活用法  　☆　┣━┓
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛　　　　　　新しいスタートを切る　　　　　　　┗━━┛
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 　　個人的に行ったこと。

 　　イヤーサイクルを確認する。
 　　旧年を振り返り、新年の方向性を確認する。

 　　・・・そのあとで、去年までのことはすっかりきれいに洗い流し、
 　　完全にリフレッシュする（生まれ変わったつもりになるくらい。笑。）

 　　↑
 　　以上ここまで。バイブレーションの確認作業と更新作業。
 　　（去年のヴァイブレーション。新しいヴァイブレーション。）

 　　手帳を、「ほぼ日手帳」に変えた。(笑）＜24時間スケジュールのもの
 　　現実の予定を書き込む。(笑）
 　　
 　　別の手帳。ポテンシャル用の手帳に、予定を書き込む。(笑）
 　　＜やろうかな～。やりたいな～。っと想う予定。リクエストの意を含めて。

 　　↑
 　　以上、ここまで。より現実的、具現的に近いレベルでの確認作業。
 　　じぶんや、じぶんの繋がりに対する入力（インプット・伝達）作業。

 　　ここまでやると、たいてい、心が、
 　　とてもピースフルになってきて、とても眠くなってくるので、
 　　そのままビジョンを膨らませつつ、とてもきもちよ～～～く就寝・・・・☆

 　（・・・・って、ここまで、どこにもフラワーエッセンスがでてきてないやん。
 　　・・・って突っ込みさんきゅー。笑。）

 　　翌日・・・・・目が覚めて
 　　特に、シンボリックな内容、印象に残った内容に関しては、
 　　「花カード診断」を行い、調合ボトルを製作することもデキマス。

 　　・・・・っというか、一般的には、結構オススメです。

 　　ここで、ポイント！

 　　実は・・・「一晩寝る・・・」っていうプロセスを、入れた後のほうが、
 　　新年の抱負のエッセンスを選ぶのに、結構いいと想っているわけです。

 　　勿論、そのままの流れのほうが選びやすいときは、そのままの流れで
 　　選んで頂いてもOK。

 　　　私の場合は、
 　　　普段の意識（自分の限られた思考）→意識拡大
 　　　→現実近くに意識を戻す→完全なるピースを感じる
 　　→眠くなる（笑）→寝る（寝ている間に、発信した情報が整理される。）
 　　→寝る（個人的な好み（我）と、よりコアな出来事、予定の分別作業がオートマチッ
 クで進行中）
 　　→起きる（まだ意識がボーッとしたなかで、ぼわっと印象に残っている事柄、夢でみ
 たことがらなどを覚えておく）
 　　→通常意識で、意味合いを整理する。
 　　→気付きがあったり、インスピレーションがあれば、（スッキリしていたら）そこで
 おしまい。
 　　　ちょっとひっかかりや、気になる点などがあれば、花カード診断をして、エッセン
 スを調合する。

 　　　・・・っといった感じです。（ちょっと濃かったですかね。笑）
 　　　お口直しに、オススメの書籍を幾つか・・。

 　　▼空間浄化、空間、モノのヴァイブレーション整理術
 　　ガラクタ捨てれば自分が見える―風水整理術入門 (文庫)
 　　カレン・キングストン (著), 田村 明子

 　　▼自己実現、自己啓発・・・一応ビジネス書らしい・・・
 　　第11番目の鍵―富と成功への扉をあける (単行本)
 　　ロバート シャインフェルド (著), Robert Scheinfeld (原著), 原田 直子 (翻訳) 

 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ━━ 　フラワーエッセンスの基本ストックボトルは、なぜ88種なの？　━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



 　　オーストラリアン・ワイルドフラワーエッセンス（リビング・エッセンス）の
 　　基本ストックボトルは、なぜ88種なのでしょうか？

 　　バスデバー・バルナオ博士曰く、
 　　「人間のCommon Problem（一般的な問題）は、88種あり、
 　　　それぞれに対応したストックボトル88種を基本としている」とのこと。

 　　さて、ここで質問です。

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
 　　　　この情報から、何を読み取ることができるでしょうか？
 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 　　例えば、昨今、花カード88枚と、バランスオブマインド用の28枚の
 　　カードと、どちらがいいのか？っというご質問を頻繁に頂きます。

 　　（とても抽象的なご質問なので、その方が、何を求めているのか？によって
 　　　答えは微妙に違ってくると思うのですが・・。）

 　　例えば。
 　　一般的な問題が88種あると仮定した場合、
 　　28種に限定されたカードを使用することで、選べるストックボトルの種類は
 　　28種の内の最大6～7種ですね。

 　　仮に6種類の組み合わせを選んだ場合、そのパターンを、
 　　確立統計的に表すと、28X27X26X25X24X23で、
 　　271252800パターンの組み合わせとなります。

 　　では、あなたが本当に必要としているストックボトルが、
 　　その28種の中に含まれていない可能性は？

 　　
 　　・
 　　・
 　　・
 　　こ
 　　こ
 　　は
 　　　、
 　　考
 　　え
 　　る
 　　時
 　　間
 　　で
 　　す。

 　　本当に必要としているストックボトルが残りの60種類の中に含まれる可能性は
 　　最大で、全種となります。

 　　・・・・・これは大問題！

 　　自分みずから、「自分にぴったりのチョイス」の可能性を
 　　狭めてしまっていることになってしまいますよね。

 　　この視点によって導き出される答えは、
 　　「88種から選んだほうが、よりぴったりのエッセンスをチョイスできる可能性がある
 。
 　　　従って、88枚のカードを使用したほうが良い」と導かれます。

 　　ちなみに。88種のストックボトルから、
 仮に6種類のエッセンスを選んだ場合の組み合わせ数は、
 88X87X86X85X84X83となり、390190489920パターンとなります。

 　　　　　　　　　　━━ 花カード88種と28種の違い━━
 　┌────────────────┬────────────────┐
 　│88種から6種選んだ場合の組合せ数 │28種から6種選んだ場合の組合せ数 │
 　├────────────────┼────────────────┤
 　│      390190489920パターン      │　　　　　271252800パターン　　 │
 　│　約1438倍、組合わせが多くなる　│ 　　　　　　　　　　　　 　　　│
 　└────────────────┴────────────────┘



 　　ここで。まとめ！

 　　・・・以上の理由により、当ショップでは、
 　　現状、「88枚の花カード」のみ扱っております。

 　　枚数の少ない花カードによって選定をした場合は、
 　　88枚の中から不要と想われるカードを抜いて
 　　ご使用頂くことができますし、
 　　将来的に、「88種の中から選びたい！」となった場合でも
 　　88枚ありますので安心です。(笑）

 　　さらに。さらに！

 　　ストックボトルから、『自分用のエッセンスを選んで、
 　　自分専用の調合ボトルを創りたい。飲みたい。』

 　　と想われている方でしたら、
 　　せっかくですから、88種類の中から選びましょうよ。(笑）

 　　　選定方法は、同じようなものですから、
 　　　自らの手で、わざわざ可能性の枠を狭める必要などないのですから。

-P.S-
 　　ご要望があれば、もちろん、
 　「バランスオブマインド用」もお取寄せさせて頂きます☆
 　　選定が楽なことがポイントである場合は、魅力的ですよね。

 　　また、バランスオブマインド用カードは、もともと、
 　　バランスオブマインドを選びやすいように考案されたものであり、
 　　カードの裏面には、簡単なお花の特性の記述もあるので、
 　　ショップさんなどの、簡易診断ツールとして人気があります。

 　　さらに、実は・・・この文章を書き始めてから・・
 　　書き終える間にミス発注をして、
 　　バランスオブマインド用の花カードが
 　　手元に到着することになりまして・・・。
 　　きっと、これも何かの縁なんでしょう。(笑）
 　　・・・っと想っています。(笑）

 ーP.P.S-
 　　（[雑学！]オーストラリアでは、対外的にあまり知られていない種類を含め、
 　　　200種以上の種類のストックボトルがあります。
 　　　＜88種を使い切ったらどうなるの？＞っという質問に先答え。(笑））
 　　　それ以上をご希望の方には、HRTセッション（2007年度中にお知らせ予定）
 　　　をオススメできます。

-P.P.P.S-
 　　　要は、どちらがいいか・・・という議論ではなく、
 　　　それぞれの良さはどこにあるかを知り、今の自分にとっては、
 　　　どちらがいいか・・・っということだと想います。
 　　　選択域は、多いほうが嬉しいですよね。
 　　　多様性というかバラエティーに感謝です。

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　　　　　新カリキュラムで、基礎の基礎から、百会診断まで・・
 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★
 　┏━┫　＝　1～2月開催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、4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
 　┃　　　　　　　　　　1月27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・・・　（残席、若干の余裕あり。
 1月1日現在。）
 　┃　
 　┃　[アドバンス]
 　┃　外用実践講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop02.htm
 　┃　　　　　　　　　　　2月3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・・
 ・（残席、まだ余裕あり。）
 　┃
 　┃
 　┃　内服法マスター講座(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop03.htm
 　┃　　　　　 2月17日(土）18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・・・
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　（残席1。1月1日現在。キャンセル待ちにな
 る場合があります。）
 　┃　[新設講座]
 　┃　
 　┃　アドバンス・ワークショップ(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop0
4.htm
 　┃　　　　　　　　　　　日程詳細未定→内服法講座での知識をベースに、対面セラピ
 ー、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　百会診断の実践トレーニングを重点的に行い
 ます。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　理論よりも、体感や直観力を使用した
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　実践型ワークショップとなりますので
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　エネルギーのわかる方。または、ご理解のあ
 る方のみご参加ください。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┛

 　>>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。

 　フラワーエッセンスの体験、知識と、
 　今後の人生の中で「永続的に使える」実用的なテクニックの両面を
 　マスターすることを目的としたカリキュラムです。

 　体験重視の少人数制なので、　気軽に・楽しく・ワカルまで・・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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　　1
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 （・・)  。 冬季休業のお知らせ
 （　　）   
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 　いつもご利用頂きまして、ご愛顧、誠にありがとうございます。
 　本年も、私共のフラワーエッセンスがお役に立てますことを、
 　心より願っております。

 　本日より、1月8日まで、冬季休業期間とさせて頂きます。

 　【冬季休業中の対応についてのご案内】

 ～ご注文・受注業務～

 　インターネット、メール、FAXによるご注文：24時間受付
 　お電話によるご注文：1月9日より再開
 　メール、FAXご注文に関するご案内：1月9日より、順次対応
 　クレジットカード決済のご案内：1月9日より、順次対応

 　発送業務：1月9日より順次対応
 　その他、ご質問、お問合わ応対：1月9日より、再開

 期間中は、ご不便をお掛け致しますが、
 よりよい品質とサービスをお届けすべく、
 リフレッシュ＆パワーアップ☆して、戻ってまいりますので、
 何卒よろしくお願い申し上げます。

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

 >　　　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　　◆●◆
 　　　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 >　　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

 5000円以上のお買い上げで
   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 全国送料無料＆スピーディーな当日・翌日発送（特定日除く）
 (‾－|‾‾|　　　
  ◎‾‾◎‾ 　　

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　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）
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　時間指定　　┃　⇒　キメ細やかな時間指定対応。
 　　　┗━━━━━━━━◆
 　　　◆━━━━━━━━┓
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 　　　┃　多彩な決済　　┃　⇒　クレジットカード
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　便利なコンビニ後払い・代金引換にも対応
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　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。
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　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♪
 　　　┗━━━━━━━━◆　　　

 　　　　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/shop/shop.htm
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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

 　ここまで、読んでくれて、どうもありがとう♪

 　スケジュールとは、そのときになってみて、初めて
 　知らされることも多いものです。(笑）

 　幾重かのことがら、そのタイミングが、
 　ちょうどよくミクスチャー（交差）する
 　”そのとき”。

 　今、まさに”そのとき”の真っ最中なのでしょう。(笑）

 　私は、”そのとき”が大好きです。

 　また、”そのとき”・・・は、
 　とても、ピースフルであり、
 　見守られ、
 　大切に扱われていることを知っているとき・・・と
 　イコールのような気がします。

 　そして、そのとき。

 　まさに、”そのとき”のために、じぶんが存在しているということ、
 　また、じぶん以外の関与、調整が、いかに絶妙にはたらいているかを知り、
 　それもまた、いこーるじぶんなんだなぁ・・・っとみんなを大切に想い、
 　そして”そのとき”に感謝して、
 　そのまま、ぷーかぷーかと流れていくことに、心地よく身を任せていられる・・。

 　あー。いつまでも、そうしていたいけど。(笑）

 　それでは、みなさん・・・ことしも、さらにさらに、
 　げんきで、はっぴーで、らぶらぶで♪

 　1月1日14：04分現在、高尾のオフィスにて。(笑）

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         カラダ・ココロ・スピリチュアル
  “Wisdom is nurturing body, mind and soul” 
         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

 　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♪♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 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

http://flowerremedy.com/
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