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  ■■■
   ■■■  今号のトピックス  "FE海外情報最前線！クリームの使用法最終回☆”
  ■■■

 　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ☆

 　Aloha♪♪
 　そふとしぇる・さだまさです。

 　今号は 、FE海外情報最前線！
 　「フラワーエッセンス・クリームの使用法」の最終回！！

 　風邪の諸症状や、関節の痛みに対する使用法をレポート。

 　海外からは、「西オーストラリア花物語」著者
 　パース在住、八木氏とのコラボレーション企画第2弾も発信ッ―-☆

 　ウェッブでは、「オンラインショップがリニューアル☆」

 　ショップカート化、1万円以上送料無料等サービス拡大、
 　リニューアル価格のお得な情報などなど

 　多彩な情報を　いちはやくお届けいたします♪♪
 　

 　LiFEアカデミー公認セラピストによる
 　「オンライン花カード診断・無料ご招待」の応募情報もありますよッ☆

 　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！

┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘
 　├→ 今月オススメのフラワーエッセンス（お花の紹介） 
 　├→ ウェッブ最新ニュース「ショップ・リニューアル☆」
 　├→ 「西オーストラリア花物語」著者書き下ろしコラム第2弾
 　├→ 外用実践講座  「4つの痛みとダンピエラ」の使用方法
 　├→ ショップの売れ筋ランキングとオススメ紹介（オンラインショップ）
 　├→ コラム：海外情報最前線！（クリームの外用法Part3）
 　├→ プレゼント♪♪：「オンライン花カード診断」無料ご招待・応募方法
 　└→ 編集後記

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★
 リビングエッセンス（オーストラリアン・ワイルド・フラワーエッセンス）
 88種のエッセンスの中から今月オススメの1本をご紹介します。

 　　◆◆◆
 　◆◆◇◆◆　　
 　　◆◆◆　　　今月オススメのフラワーエッセンス（お花の紹介）　　
 　　＼∥／　　　ダンピエラ

 ・・・・・あれもしなきゃ。これもしなきゃ！

 焦ってばかりで、ナカナカ先に進めない・・・・
 そんなときに試して欲しいフラワーエッセンス、

http://flowerremedy.com/


 ダンピエラ。

 綺麗なブルーのお花、ダンピエラは、"LetGo...."
 解放の為のエッセンスです。

 マインドや肉体レベルの硬直、緊張、凝り固まった考えに。

 1日ワークショップでは、「硬直による痛みの解放」に、
 このダンピエラを使用し、
 トリートメントの実習を行なっています。

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

 　多くの異なる流儀の幸福や充足に対して心を開き、
 　柔軟性を持つことによって精神を豊かにするために。
 　人生が淀みなく流れるように解き放つためのエッセンス。
 　マインドを小さく凝り固まらせている概念が解き放たれて、
 　柔軟な特質が新たに取り込まれるので、
 　新しい心構えを容易に受け入れて実行するようになる。
 　そうすると、人間関係をエンジョイして
 　深い満足感を得ることが可能になる。

 　キーワード：あるがまま  
 　柔軟、オープン、協力、解き放つ

 詳しいお花の解説は、こちらでご覧いただけます。
http://www.FlowerRemedy.com
 今月オススメのお花

 フラワーエッセンス/ダンピエラ
 15mlスポイトボトル入り　 1本　3800円（税・送別）
 購入ご希望の方は、そふとしぇる・オンラインショップ
http:///www.FlowerRemedy.com/shop/fe/stock.htm
 フラワーエッセンス・ストアにてお求めください。

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★

───────────────────────────────────
 　■ウェッブ最新ニュース■　今やってます！ウェッブショップ・リニューアル
───────────────────────────────────
 　今号のオススメ情報はこれ！
   http://FlowerRemedy.com/shop/shop.htm
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　こんにちは♪♪（≧∀≦）ノ
 　メルマガ編集者のさだまさです。
 　
 　こちら、目下介護の研修中！！
 　今回は、その合間を縫っての編集作業です♪♪

 　今月の最新ニュースは、「ウェッブショップ・リニューアル」！

 　ウェッブショップのカート化が完成真近となりました。

 　お買い物方法も、今までに比べて大変簡単に行なえて、
 　しかも、送料無料枠の設置や、送料全国一律料金等々、
 　サービスも一層の拡大を図ります♪♪

 　リニューアルオープン特価の製品もご用意していますので、
 　どうぞどうぞ♪♪お気軽に覗いてみてくださいマセ。

 　▼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

 　他には、
 　定番好評！「オンライン・花カード診断の無料ご招待（限定5名）」
 　応募方法のお知らせなどがありますので、
 　是非最後までチェックしてくださいね♪
 　
 　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。

───────────────────────────────────
 　■連載コラム■

http://flowerremedy.com/


───────────────────────────────────
 　「西オーストラリア花物語」著者書き下ろしコラム第2弾！！
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　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）
 　著者、八木養生氏 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2弾（連載）

 　オーストラリア、パース在住の八木氏からの第2弾レポートは、

 　「西オーストラリア花物語」に登場する
 　フラワーエッセンス・スクールの
 　セラピスト養成講座を受講した
 　プロのリフレクソロジストに起ったセッション中の体験談。

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 ・・・・・・・第10講義での出来事。
 この日、ヴァスデヴァ先生が、前日の花カード診断法に引き続いて、
 百会（ひゃくえ）診断のやり方を披露した。
 この手法は、患者の抱えている問題点や症状を癒すのに最適な
 フラワーエッセンスを選ぶための、
 最も信頼性の高い診断方法の内の一つである。
 先生の説明とデモが終わると、生徒同士でペアを組んでの実習だ。

 皆しーんと静まり返って真剣に取り組む。
 と、その時、ソレが起きた。
 ソレは、これまでのセラピスト養成講座の中で
 毎回いつも起きていたのではあるが、今回もやっぱり起きた・・。

 　▼八木養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/column2.htm

 　ナニ？！「西オーストラリア花物語」を知らない？？？
 　▼知らないひとは、ココで
 　>> http://www.FlowerRemedy.com/information/books/living.htm

───────────────────────────────────
 　■ワークショップ絶賛受付中■（LiFEアカデミー日本事務局）
───────────────────────────────────
 　まだまにあいます！「フラワーレメディ外用実践講座」内容紹介Part3
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　前回、前々回とメルマガで、内容をご紹介している
 　「フラワーレメディ外用実践講座」。

 　この講座は、主に、ストレスと痛み、
 　エネルギー消耗、不眠不安に対する
 　フラワーエッセンスの外用テクニックを学ぶ講座です。

 　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）は、
 　内服は無論のこと、外用による代替治療が
 　オーストラリア国内外の病院やケアーセンターなどで
 　盛んに行なわれ、その実績を挙げています。

 前回は、プレッシャー（圧力）によるストレスにパープルフラッグ、
 環境によるストレスにピンク・フェアリー・オーキッド
 をご紹介しましたが、
 今回は、今月のお花でも紹介したダンピエラの使用例を
 簡単にご紹介致します。

 ダンピエラは、痛みに使用される代表的なエッセンスです。

 痛みは４つに分類できるって知っていましたか？

 今回のダンピエラは、特に、
 緊張や体の張り、硬直からくる痛みに利用されます。

 オーストラリアでの使用例では、
 マッサージ師やカイロプラクティショナーが、
 施術前に、このエッセンスを患者さんの体に垂らし、



 体を予め解し柔らかくしてから、施術を行なったり、
 鍼灸士の場合は、針先にこのエッセンスを浸しておいてから肉体に刺すと、
 針が筋肉をスムーズに通り、抜くときも痛みを伴わないという理由で
 利用されているエッセンスです。

 外用実践講座では、
 首や肩、背中がガチガチで痛い・・・・
 筋肉の硬直による痛みに対して、
 このダンピエラのエッセンスを綿棒に4滴垂らし、
 耳の反射区（背骨のツボ）の
 トリートメントを実際に行なっていきます。

 このように講義は、直ぐに生活に利用できる実践中心の内容が主体なので、
 自分自身や、身近なひとを癒したいひとにも最適です。

 ご自身の日頃の疲れ・ストレス・痛みの解消にも大いに役立ちます♪ 

 フラワーエッセンスの事前知識がまったく無い方でも
 楽しくご参加頂ける内容ですので、お気軽にご参加くださいねッ☆

 他にもまだある・・各種講座情報♪

 　▼まだまにあいます！　詳しくは、こちらのページでご覧ください。
 　　>> http://www.FlowerRemedy.com/workshop/workshop.htm

───────────────────────────────────
 　■オンライン・ショップの売れ筋ランキングとオススメ紹介■
───────────────────────────────────
 　人気の製品は、コレ！
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　【1位】ダンピエラ・クリーム    （フラワーエッセンス・クリーム）
 　【2位】スキンラスター・クリーム（フラワーエッセンス・クリーム）
 　【3位】バランス・オブ・マインド（フラワーエッセンス）
 　【4位】ボイジャーエクセル2     （L&Sマシーン）
 　【5位】瞑想CDセット            （L&S CD)

 　□■□    
   ■　■    ・・緊張？ストレス？疲れ？？？
  □■□
              自然の力でデイリーケア
  疲れから解放されたいとき/元気な力が欲しいときに♪
            『ダンピエラ・クリーム』

 オーストラリアでは、「ペイン・クリーム」という名称で
 販売されているダンピエラ・クリーム。

 「ペイン」とは、日本語で、「痛み」という意味。

 その名の通り、海外では、
 プロのマッサージ師やカイロプラクティショナーが、
 施術前に肉体を解す為に利用している
 ダンピエラ・エッセンス等を配合したクリームです。

 活力を与えるクリームなので、日中のご使用がオススメ。

 痛みを解放し、元気に活動する為のエッセンス・クリームです。

 日頃から気になる部位に、直接塗ってご使用頂けます。

 安心してお使いいただける自然療法として、
 オーストラリア本国では、大変ポピュラーな
 フラワーエッセンスクリームは、
 高齢の方や、妊婦の方、小さなお子様でもご利用頂けます。 

 　▼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

 　▼リビングエッセンス社製「フラワーエッセンス・クリーム」の使用方法例
 　　>>http://www.FlowerRemedy.com/flowerremedy/report.htm

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


 　　も併せてご覧ください。

───────────────────────────────────
 　■コラム：海外情報最前線！■
───────────────────────────────────
 　知りたかった本当のこと！
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　「海外情報最前線！」
 　知りたかった本当のこと。驚きの内容？！

 　第3回目は、
 　「フラワーエッセンス・クリームに関する海外での使用方法　Part3（最終回）」

 ・・・あくまでも、”純粋に！”海外（オーストラリア）で
 指導されている使用方法例のレポートとしてお読みくださいマセ。（笑）

 --■　■--海外情報最前線！------------------------------------

  【ご利用上のご注意】海外情報の現地レポートを目的としておりますので、
   お伝えした内容を、読者の方がお試しになられたことに起因する事柄に
   関しては、一切免責とさせていただきます。予めご了承の上、ご利用ください。

 【連載】
 リビングエッセンス社製「フラワーエッセンス・クリーム」の使用方法例
http://www.FlowerRemedy.com/flowerremedy/report.htm

 　【風邪の症状に対する使用法】
 　　　　　　風邪で胸が苦しいような場合には、暫定的にペイン・クリーム、
 　　　　　　ボディブリス・ローション、
 　　　　　　（又は、デ・ストレス・モイスチャライザー）を
 　　　　　　使用することができます。　　　　
 　　　　　　わきの下や、股関節、胸筋、喉等が痛む場合、その痛みの箇所に
 　　　　　　ペイン・クリームを厚めに塗り、10～15分位放置します。
 　　　　　　関節が特に痛む場合は、ペインクリームの他に
 　　　　　　アースライティスクリームを使用します。
 　　　　　　痛みが薄くなったら、皮膚に付着したクリームを
 　　　　　　拭き取っていただいて結構です。
 　　　　　　又、使用回数に制限はありませんので、
 　　　　　　痛みが続くようであれば、繰り返し塗布します。
 　　　　　　呼吸が困難で息苦しさを感じるような場合には、
 　　　　　　胸と喉にボディブリス・ローション、
 　　　　　　（又は、デ・ストレス・モイスチャライザー）を塗布し、
 　　　　　　筋緩和させ、呼吸をスムースに行えるよう促します。 

 　　　　　　尚、医師の治療を必要とする場合は、必ず医師の診断を仰ぎ、
 　　　　　　予め適切な処置を受けてください。

 他に、関節の痛みや頭皮の悩み・・などに対する使用方法は・・

 　▼なるほど。これが海外でのＦＥ・クリームの使用方法ね。　ふむふむ。
 　　>> http://www.FlowerRemedy.com/flowerremedy/report.htm

───────────────────────────────────
 　■プレゼント♪♪■
───────────────────────────────────
 　～「オンライン花カード診断」無料ご招待・応募方法～
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　もう、「花カード診断（簡易版）」はお試し頂けましたか？
 　http://www.FlowerRemedy.com/fe/carddemo.htm

 「自分の悩みや問題解決に、ピッタリ！」っと、驚かれたひとも多いはず。

 「オンライン花カード診断」は、
 セラピストとリアルタイムで、チャットをしながら、
 更に詳しく、花カード診断を行なうことができるシステムです。

 毎回ランダムにお花のカードが現れるＣＧＩシステムでカードを選び、
 更に、セラピストが、あなたの状態や症状などをお伺いして、
 最適なフラワーエッセンスの滴数まで、しっかりと査定します。



 　6月の”オンライン花カード診断”では、
 　「自己実現の為のフラワーエッセンス」を選びます。

 　学業、就職、夢・・・・
 　様々な夢の実現をサポートする、あなたにぴったりのエッセンスを
 　その場で知ることができます。

 参加ご希望の方は、リンク先のフォームよりお申し込みください。
 抽選で、5名様を無料ご招待させて頂きます。

 （尚、応募多数の場合は、抽選とさせて頂きます。）

 　▼参加したい？　応募は、こちらから。
 　　>> http://FlowerRemedy.com/therapy/onlinetherapy.htm#free

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

 　編集者MISTYこと、私、さだまさは、
 　実は只今・・・
 　訪問介護員2級の研修中・・・の身でもあるのでした。（笑）
 　
 　スクーリング講師のひとり、いがらし先生は、
 　看護士、介護員歴数十年の大ベテランですが、
 　今でも、生徒や利用者さんから学ぶことが実に多いと
 　いつになっても、幾つになっても、
 　「ひとから学ぶ」ことの大切さを、
 　ご自身の体験と共にお話してくださるパワーばりばりの50代。（笑）
 　
 　幾つになっても謙虚に学ぶ姿勢を持っていらっしゃる方って素敵ですッ☆
 　
 　そんな先生も、「最近、五十肩になった・・」っということで、
 　次回お会いするときに、フラワーエッセンスの紹介と、
 　キャッツポウ・クリーム＆耳の反射区のＦＥトリートメントを
 　行なうことになりました♪♪（喜！）
 　
 　こうして、様々な分野の方に、様々な形態を通して
 　フラワーエッセンスをご紹介する機会に恵まれている幸せ
 　・・・・を感じながらの編集作業でした♪（ちゃんッ！）

 　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？
 　皆様のご意見ご感想お待ちしております♪

 　次回は、2003年7月発行を予定しています。お楽しみに♪♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 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@force-dimension.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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