
 2007/12/10 プロフェッショナル　スキルコース始動★フラワーレメディ情報マガジン★
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 　┌──┐。∵☆フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　
 　│＼／│　　　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　2007年12月10日
 　　　　＼∥／　 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━

 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　新講座開設、受付開始のお知らせ　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　レベル1　イントロダクションコース3回　　　　　┃
 ┃　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　レベル2　プロフェッショナル　スキルコース　　　　 ┃
 ┃　　　　　 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　 ┃
 ┃　　　　　　　　　　　全8回　+　修了試験　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃　　　▼  　詳細情報は、コチラ　  ▼　　┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
          　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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　│　　　　　　　　　　　
 　├→  新講座開設のお知らせ
 　│　　　　　フラワーエッセンス講座レベル１イントロコース
 　│　　　　　レベル2プロフェッショナルスキル修了認定コース
 　│　
 　├→  オリジナルコラム（連載4）：フラワーエッセンスの質を決めるモノ
 　│　　　　　　
 　├→  体験レター：フラワーエッセンス体験をシェア☆
 　│
 　├→  しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp 　
 　│　　フラワーエッセンスショップショップからのお知らせ
 　│
 　├→  もうひとつのメルマガ「お花からのメッセージ」のご案内　
 　└→  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。

 　　西暦2007年も、あと少しですが、
 　　みなさん、どんな一年だったでしょうか？

 　　私の場合は、一年を通して
 　　手放す・手放す・手放す。(笑）

 　　最初は、キツイナーっと想ったとしても

 　　整理して、手放すと、そのあと
 　　スゴく、気持ちいいです。(笑）

 　　おかげさまで、ムリなく、新しいエネルギーが流れ込んできます。

 　　雑多で、やたらと忙しいな・・・。っと想ったら。

http://flowerremedy.com/
http://flowerremedy.com/workshop/index.html


 　　整理するタイミングです。

 　　ちょっと立ち止まって、
 　　「不要なモノを整理をして、手放す」

 　　　・・・をしてみてください。

 　　大切なコトがみえてきます。

 　　読むだけで、理解が深まる
 　　メールマガジン「フラワーエッセンス・ジャーナル』
 　　スタートですッ☆

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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！

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

 　　　　基礎からプロを目指す方まで

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　 ☆　　　新設講座　受付開始のお知らせ　　　☆　 ┣━┓
 　　┃　┃　　　レベル１　イントロダクション コース　3回    ┃  ┃
 　　┃　┃　　　レベル２　プロ　スキル修了資格コース 8回 　 ┃  ┃
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛　　http://flowerremedy.com/workshop/cm.htm　 ┗━━┛
 　　

 　　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー日本事務局として
 　　講座をスタートさせてから、構想7年。

 　　2008年　プロフェッショナル・スキルコースが
 　　いよいよスタートします。

┌───┐
 │。――│　　書籍『西オーストラリア花物語』の内容を、日本で学べる。
 │。＝＝│　　バルナオ博士夫妻、直伝の特別レッスンを受けた
 │      │　　認定ファシリテーターが、直接指導にあたる日本唯一の講座。
└───┘

 　　　心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディコース。

 　┏━━━目的に応じて、2コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃
 　┃　[イントロダクションコース3回]
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　
 　┃　　　1月4日、5日、6日→フラワーエッセンス療法を、体験エクササイズを通じて
 　┃　　　　　　　　　　　　やさしく理解しながら、実践。
 　┃　　　　　　　　　　　　自分を癒しながら、フラワーエッセンスの
 　┃　　　　　　　　　　　　ヒーリングメソッドをトータルに身に付ける
 　┃　　　　　　　　　　　　人気のイントロダクションコースです。
 　┃　
 　┃　 フラワーエッセンスの基礎、製品知識、耳ツボトリートメント、内服診断
   ┃   調合の理論、知識を学び実践すると共に、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　製品を心身の健康維持に役立て、様々なシーンに
 　┃　 対応できる能力を身に付けることができます。　
 　┃　上級講座のベースとなるメソッドを総合的にマスターします。
 　┃　
 　┃　
 　┃　[アドバンス]
 　┃　プロフェッショナルスキルコース(8回＋試験）
 　┃　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃　　　日程はＷＥＢで→プロフェッショナルとしての資質とスキルを身に付ける。
 　┃　                    フラワーエッセンス療法、フラワーレメディの
 　┃　                    プロの知識とテクニック。
 　┃　                    セラピーの実践対応力、応用力、成長力のための
 　┃　                    育成プログラム。
 　┃　
 　┃　

http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm


 　┃　　フラワーエッセンスの基礎、製品知識、耳ツボトリートメント、内服診断、
 　┃　　調合の理論知識をベースとして、プロとして必要な心構えと資質、精度の高い
   ┃    対面診断、百会診断の方法、カスタム製品の作り方の他、
 　┃　　今まで誰も教えてくれなかった効果的なセラピーの進め方と、実際の現場で
 　┃　　必要となる対応力、応用力を培う方法、セラピーでそのまま使える資料一式を　
 　┃　　公開。 プロの現場で培ったノウハウを余すところ無くお伝えします。
 　┃
 　┃　　修了試験に合格後は、コース修了証が発行され
 　┃　　フラワーエッセンスのプロとして必要な
 　┃　　資材・製品供給サポートをお受け頂くことができるようになります。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　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獲得する　　　　　　　　　│
 ／└┬─────────────────────────────────┬┘＼
 ── 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　──

 　　フラワーエッセンスの体験を通じて、知識を深めながら、
 　　今後の人生の中で「永続的に使える」実用的なテクニックを
 　　マスターすることを目的とした講座カリキュラムです。

 　　どの講座も体験と実践を通じ、じぶんの変化を感じながら、
 　　スキルを身に付けていきます。

 　　定員数に達し次第、受付終了とさせて頂きます。
 　　予めご了承ください。

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

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

 セラピストのオリジナル・カキオロシ・コラム

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　 ☆　フラワーエッセンスの質を決めるモノ　　☆　 ┣━┓
 　　┃　┃　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　         ┃  ┃
 　　┃　┃　　　　　　バルナオ博士との会話より　　　        ┃  ┃
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━┛
 　　

 　　　＜連載第4回目＞

 　　　現在、フラワーエッセンスは、世界各地で製造されるようになりました。

 　　　講座の生徒さんからも、

 　　　「何故、たくさんのエッセンスの中で、
 　　　オーストラリアン・ワイルド・フラワーエッセンスなのですか？」っと

 　　　いった趣旨のご質問を頂くことがあります。

 　　　「なぜでしょう？」（笑）

 　　　そして、「フラワーエッセンスの質は、ナニで決まるのでしょうか？」

 　　　フラワーエッセンスの質の要因について、

 　　　▼連載で、お送りする第4回目、スタートです♪

------------------------------------------------------------
 　　　＜連載第4回目＞

 　　　前回は、パースの北。湖のほとりで、バルナオ博士と
 　　　ピクニック・ランチ・ミーティングをしている時の
 　　　会話までをお伝えしてきました。

 　　　連載4回目は、さらに掘り下げて、その理由をみていきましょう。

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

http://flowerremedy.com/workshop/index.html


 　　　フラワーエッセンスは、ご存知の通り、お花のエネルギーを
 　　　お水に移したものです。

 　　　フラワーエッセンスの採取者であるプロデューサーは、
 　　　フラワーエッセンスを採取する際に、様々な情報を読み取り、
 　　　アチューメント（チューニング）して、
 　　　最も質の高いフラワーエッセンスを採取しようとしています。

 　　　エネルギーを読み解く能力、交流する能力、採取する能力・・・。

 　　　このお水に移すまでの過程、すべてに
 　　　プロデューサーが関与しています。

 　　　お花自らが、エネルギーを水に移し、ボトリングすることは無いのです。

 　　　ですから、同じお花からエッセンスを採取さえすれば、
 　　　誰が創っても、同じエッセンスになることはないことがわかります。

 　　　それが例え、同じ名前のお花であっても、
 　　　特性が違っているのは、ある意味当然ですし、

 　　　同じオーストラリアのお花であっても
 　　　関与したプロデューサーが異なれば
 　　　別のモノとみなすことが妥当なのです。

 　　　勿論、採取後の扱い方や、保管方法についても同様に、
 　　　関与者の意識や認識によって、その質が、左右されます。

 　　　(細心のケアの心から行っているかどうかで、
 　　　 結果が違ってくるのは、当然ですよね。）

 　　　フラワーエッセンスを求める時は、できるだけ、
 　　　”ひと”にも、意識を向けて頂くと、
 　　　様々な情報を 『感じて』頂けると想います。

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

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★
 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★　
 　┌───┐。∵☆
 　│。――│
 　│。＝＝│　　　☆フラワーエッセンス体験をシェア☆
 　│      │ 
 　└───┘
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★

 　　　フラワーエッセンスの体験談、ご感想ありがとうございます。
 　　　
 　　　皆さんのご感想を、ご紹介させて頂きます♪
 　　　

 　○　・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。
 ○ｏ○─────────────────────────────○
  ○○  　　　さだまさ先生へ

   こんにちは～！お返事ありがとうございました。
   
   わたしが最後にそふとしぇるに行ったのが昨年の１１月なので
   もう一年たつんですね。早い。。。
   
   
   ＯＯＯＯさんとは９月まで働いていた旭川の職場で知り合ったんですが
   本業はヒーリングやカウンセリングをしているそうなんです。
   



   オーラが見えるらしくて、私のオーラを褒めてもらったことから
   リビングエッセンスを紹介してみました☆
   
   その頃私はプライベートが大荒れでして（笑）、精神的にも肉体的にも
   かなり落ちてたんですね。
   そんな時に褒められるなんて、どう考えてもリビングエッセンスの効果
   以外考えられない！と思いまして。
   オーラスプレーと調合したエッセンス、かなりの勢いで飲んでました^ ^
   
   
   ＯＯＯＯＯＯさんはチャクラスプレーも使ってみたそうなんですが
   「すごいっ」って言ってましたよ。
   
   
   最後にさだまさ先生とお会いしてから、いろんなことが起こりましたし
   私もゆっくりお話したいです。
   
   ぜひぜひ北海道に来るときはご一報くださ～い。
   
   新たなエッセンスの講座がまた増えたらうれしいな～と思ってマス。
   
   ではでは、また！

 　　　                                      　　　　　　　　　　 ○
 　 ○─────────────────────────────○ｏ○
 　  。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*  ○○

 　　　　　ＯＯＯさん♪

 　　　　　メッセージ、ご紹介、ありがとうございました♪

 　　　　　ひとのために、よい情報をシェアすると
 　　　　　シェアしたひとに、また、いい情報が入ってくるんですよー。

 　　　　　エネルギーとか、徳とかって、シェアすると増えるんです。(笑）

 　　　　　ＯＯＯさんも、新しいサイクルに入っているようですねッ！

 　　　　　整理→手放す→再構築です。(笑）

 　　　　　また、状況など、ご連絡ください♪♪

 　　　　　楽しみにしていますッ―‐☆

 　　　　　-P.S-
 　　　　　意図したワケでは”全く”ないのですが、(笑）
 　　　　　『新たなエッセンスの講座』のお知らせと共に。(笑）
 　　　　　＜面白いですね。(笑）

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

 　　　　　ちなみに・・・。文中の3本のエッセンスは、

 　　　　　オーラスプレー
 　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4049463

 　　　　　チャクラスプレー
 　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4049469
 　　　　　です。

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

 　　　メルマガ読者のみなさんも、お気軽に、
 　　　「こんなことがあったよ～」っという体験談をお寄せください♪

 　　　メルマガに採用させて頂きました方には、

 　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp 　フラワーエッセンスショップ
 　　　http://flowerremedy.jp/

 　　　にて、ご利用頂ける
 　　　500ハッピーポイントをプレゼントさせて頂きます。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　　　　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp 　
 　　　　　　　フラワーエッセンスショップからののおしらせ
 　　　　　　　

http://flowerremedy.jp/


★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ☆／★／　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＼★＼☆
 ／★／　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　　＼★＼
 ★／　┏━━┫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　　┃　　┃　　＼
 　　　┃　　┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛　　┃　　
 　　　┗━━━━━┛　　　　　　　　　　　　　　  ┗━━━━━┛
 　　　　　　　　　　　　http://FlowerRemedy.jp

 　　　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp　より

 　　　　　みなさまの益々のハッピーに♪

 ☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*☆

 　　■■■　■■■　　　お買い物で貰える　ハッピーポイントとは？
 　■□□■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■□■■■■■■■■■　500ポイント＝500円としてのご利用のほか
 ■□■■■■■■■■■　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■■□■■■■■■■■　ポイントのご利用時にも、ポイントを加算！
 　■■■■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　■□■■■■■　　　５倍ポイントサービスや
 　　　■■■■■　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　■■■　　　　　前振込には、お振込ポイントも付与させて頂きますッ☆
 　　　　　■　　　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ≪ポイントの貯め方、使い方≫
 ハッピーポイントについて⇒http://flowerremedy.jp/?mode=f9

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

   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 全国送料無料設定＆スピーディーな発送
 (‾－|‾‾|　　　
  ◎‾‾◎‾ 　　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃ハッピーポイント┃　⇒　ポイント5倍サービスで、
 　　　┗━━━━━━━━◆　　　５％相当がサービスに。
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　送料無料　　┃　⇒　全国一律送料設定。送料無料も、税込5250円から。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　便利！！  　┃　⇒　携帯用モバイルショップも併設。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　時間指定　　┃　⇒　キメ細やかな時間指定対応。
 　　　┗━━━━━━━━◆
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　ラクラク決済　┃　⇒　クレジットカード決済手数料無料。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　便利なコンビニ後払い・代金引換にも対応
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　　安心　　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる製品管理。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　セキュリティーもベリサインセキュアに対応。

 　　　　結果を求める方の、エッセンス選びに。
 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　　　　　▼　しあわせデリバリー☆フラワーレメディ.jp　▼
 　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.jp
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ☆お友達にご紹介頂きました方には

 お友達がショップをご利用頂く際に、
 ご紹介者様欄にフルネームを明記して頂くだけで、
 お友達、ご紹介者様、それぞれに、
 もれなく500ポイントをプレセントさせて頂きます。

http://flowerremedy.jp/?mode=f9
http://flowerremedy.jp/
http://flowerremedy.jp/


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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ━━      　　お花からのスピリチュアル・メッセージ   　━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　　　もうひとつのメルマガ。

 　　『フラワーエッセンス　お花からのスピリチュアルメッセージ』のご案内

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

 　　ほぼ毎日届く情報配信サービス。
 　　『フラワーエッセンス　お花からのスピリチュアルメッセージ』

 　　お花の特性のページを

 　　おかげさまで、現在、土日を除く、”ほぼ”毎日配信を行っています。

 　　インスピレーションと元気を与えてくれる
 　　直感的なお花のメッセージをほぼ毎日、
 　　無料でお届けするメールマガジンサービス。

------------------------------------------------------------
 　　ブログメールマガジン『フラワーエッセンス　お花からのメッセージ』

 　　▼サンプルは、ホームページトップでご覧いただけます。
 　　http://www.FlowerRemedy.com

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

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

 　　既講座を受講された皆さん

 　　本当に、お待たせいたしました。

 　　満を持して。
 　　プロフェッショナルのコースのご案内となりました。

 　　教えるのは簡単。教わるのも簡単。

 　　だけど・・・・。

 　　教わった事以外は、どうしたらいいの？

 　　だから。

 　　このコースの特徴は、講座受講中だけでなく
 　　その後も、どんどん伸びていけるように。

 　　そして、スムーズに活動を始められるように。

 　　対応力や応用力も育てる方式で。

 　　そして、実際のセラピーで、
 　　スグに使っていただけるツールを、たくさんご用意しました♪

 　　いや～。本当に、納得のいく
 　　いいコースができたと、想っています。

 　　また、来年、コースでお会いできれば嬉しく想います。

 　　読者の皆さん。

 　　今年一年。水面下での活動ばかりで、
 　　あまり表に見えるものが無かったかもしれません。

 　　・・・が、

http://flowerremedy.com/


 　　その間、しっかりと根をはっていましたので、
 　　来年は、たくさん咲くと想います。(笑）

 　　それでは、
 　　豊かで幸せな年末年始となりますようにミ☆

 　　アディオス♪

 　　21：20高尾のオフィスにて。

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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
----------------------------------------------------------------------
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