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  ■■■
   ■■■  今号のトピックス  "バルナオ博士への花療法インタビュー前編☆”
  ■■■

 　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、海外から、
 　「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3弾ッ☆

 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー創始者
 　ウ゛ァスデバー・バルナオ博士への花療法インタビュー前編がスタート！

 　FE海外情報最前線！

 　・・・・では、
 　「フラワーエッセンス外用法」
 　ツボに対する使用法をレポート。

 　オンライン・ショップの今月のオススメは、
 　8種類のラインアップで、
 　あらゆる生活シーンを穏やかにサポート。
 　「バランス・オブ・マインド」

 　・・・などなど、
 　多彩な情報を　いちはやくお届けいたします♪♪

 　定番好評！
 　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
 　応募情報のお知らせもあります☆

 　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。

┌─────┬────────────────────────────┐
 │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） 
 　├→ 「西オーストラリア花物語」著者書き下ろしコラム第3弾
 　├→ フラワーレメディ講座 「リード・トリガープラント」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！（フラワーエッセンス外用法Part1）
 　├→ 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）
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 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）　　
 　　＼∥／　　　リード・トリガープラント

 ひとつひとつのインパクトは、小さいけれど
 ボディーブローのように徐々に溜まっていく疲れなどに・・・

 試して欲しいフラワーエッセンスが、
 リード・トリガー・プラントです。

 ピンクの可愛らしいお花、リード・トリガープラントは、
 「長期の苦悩からの回復」の為のエッセンス。

 マインドや肉体レベルの傷を癒し、
 疲れ果てたと感じている心と体を
 一つにまとめて再度活性化させるために。

 1日ワークショップでは、
 「長期間に及ぶエネルギーの磨耗、消耗」に、
 このリード・トリガープラントを使用し、
 トリートメントの実習を行なっています。

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

 　長期に渡る苦闘の後に英気を養うためのエッセンス。
 　心身共に強健であるというフィーリングを取り戻して、
 　完全不可欠な自分を回復させるために。傷を癒し、疲
 　れ果てたと感じている心と体を一つにまとめて再度活
 　性化させるために。芯の強さを回復させて、心を一つに
 　統合し、人生の厳しさに耐える能力を獲得するために。

 　キーワード：長期の苦悩からの回復 
 　若返り、回復、耐える、蘇る、取り戻す

 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/リード・トリガープラント
 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。

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★

───────────────────────────────────
 　■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3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3弾（連載）

 　オーストラリア、パース在住の八木氏からの第3弾レポートは、

 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー創始者
 　バルナオ博士への花療法対談インタビュー☆前編

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 ～花びらに手をかざすだけで悩みがすうーっと消える！？～

 ・・以前は、シドニーの私立学校で校長先生をされていたとのことですが、
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 また、どうしてフラワーエッセンスを作り始めるようになったんですか？

 　バルナオ博士：

 　もう今から25年以上も前の1977年のことですが、
 　私はその当時、大きな悩みを抱えておりましてね。
 　それが、どうにも解決できなくて、毎日毎日、とても憂鬱でした。

 　・・・・（中略）・・・・

 　で、そんなある日、シドニー郊外の森の中を、
 　あてもなく歩き回っていたんです。
 　重い悩みは片時も頭から離れません。
 　と、ふと、道端のワイルドフラワーが目に留まったんです。
 　インド人のお坊さんのことを思い出しました。で、ものは試しにと、
 　花びらの上に手をかざして目を閉じて見ました。
 　すると、どうしたことでしょう！？・・・

 　▼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/column3.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 夏講座 受付中■（LiFEアカデミー日本事務局）
───────────────────────────────────
 　「フラワーレメディ外用実践講座」内容紹介Part4
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　前回、前々回とメルマガで、内容をご紹介してきた
 　「フラワーレメディ外用実践講座」が、6月28日
 　好評のうちに終了致しました。

 　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が、

 　参加者全員が、しょっぱなの体験エクササイズから
 　「ワーっなんで？」　「スゴイ！！」
 　・・っと好反応♪♪

 　午後には、肩コリや、疲れ、日頃のストレスを
 　その場ですっかり解消しつつ、
 　スッキリとした面持ちで
 　「基礎コースにも是非参加しますッ！」・・・っと、
 　次回再会をお約束し、楽しく終了致しました。

 　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。

 　今回は、今月のお花でも紹介した
 　リード・トリガープラントの使用例を
 　簡単にご紹介致します。

 　リード・トリガープラントは、オーストラリアの病院などで
 　エネルギーロス（エネルギー消耗）の問題に使用される
 　代表的なエッセンスです。

 　エネルギー消耗も４つに分類できるって知っていましたか？

 　今回のリード・トリガープラントは、特に、
 　長期間に及ぶエネルギーの消耗、磨耗に利用されます。

 　オーストラリアでの使用一例では、
 　長期間入院している患者さんや、
 　長期療養を行なっていらっしゃる方に



 　このエッセンスでトリートメントを施して、回復を図っています。

 　外用実践講座では、
 　このようなエネルギー消耗、磨耗に関する問題に対して、
 　このリード・トリガープラントのエッセンスを綿棒に4滴垂らし、
 　耳の反射区のトリートメントを実際に行なっていきます。

 　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♪ 

 　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。

 　また、内服法を中心に学ぶ「フラワーレメディ基礎コース（3日）」も、
 　開催真近、絶賛受付中です。

 　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、
 　お気軽にお申込みくださいねッ☆

 他にもまだある・・各種講座情報♪

 　▼　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】ボイジャーエクセル2     （L&Sマシーン）
 　【3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）
 　【4位】バランス・オブ・マインド（フラワーエッセンス）
 　【5位】瞑想CDセット            （L&S CD)

 　□■□    
   ■　■     ・・・疲労？エネルギー不足？
  □■□
                  自然の力でデイリーケア♪
             自信とウ゛ァイタリティーを取り戻す！！
             バランス・オブ・マインド『エネルギー』

  オーストラリアでは、
 「リビング・ヘルパー」という名称で販売されている、
  飲むエッセンス『バランス・オブ・マインド』。

 「エネルギー」、「リラックス」、「感情のバランス」
 「精神力」、「創造性」、「積極性」、「集中と瞑想」
 「ショック＆トラウマ」の8種類のラインアップで、
  あらゆる生活シーンを穏やかにサポート。

  海外では、ドラッグストアーなどで販売されている製品です。

  必要と感じるときに、摂るだけの気軽さなので、
  フラワーエッセンスをはじめて摂るかたも、
  安心してお試し頂けます。

  日本では、食品としての認可も受けていますので、さらに安心♪♪

  フラワーエッセンス・クリームとの併用もOKです。

  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製品は、
  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://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm


 　　>> http://www.FlowerRemedy.com/shop/shop.htm

 　カート化で、お買い物も、大変簡単。
 　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中♪♪

───────────────────────────────────
 　■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4回目は、
 　「フラワーエッセンス外用法　Part1」

 ・・・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外用の仕方」
http://www.FlowerRemedy.com/flowerremedy/report.htm

 　【経穴（ツボ）への直接滴下】
 　　　　　　フラワーエッセンス数滴を滴下する単純な適用法です。
 　　　　　　この手法は、主に百会（ひゃくえ）や、
 　　　　　　四神總（ししんそう）、臍（へそ）、
 　　　　　　腋（わき）の下の真中にある極泉などの経穴に適用します。
 　　　　　　治療は最低でも１日２回、必要な場合は
 　　　　　　１時間おきに行ってください。

 花指圧などの使用方法は・・

 　▼なるほど。これが海外でのフラワーエッセンス使用方法ね。　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。

 　7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  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　いやぁ～。雨が多いこの頃。
 　みなさん体調はいかがですか？
 　メルマガ編集者のMISTYこと、さだまさです。

 　先週末、目黒区の住宅街にある、
 　とある場所で
 　「フラワーレメディ外用実践講座」を
 　開催したのですが、小雨降る中、
 　東京をはじめ、千葉、神奈川、群馬からと、
 　みなさん早起きをしておこし頂き
 　ほんとうに、ありがとうございましたッ！

 　次回開催の「基礎コース」には、
 　広島から連泊での参加お申し込みを頂き・・・
 　・・・ちょっと胸が熱くなっています♪♪

 　若干の疲れ？(笑）
 　・・・・を感じながらの編集作業でしたが、
 　とうとう前日、ヘロヘロになり、(笑）
 　今回の「リード・トリガープラント」
 　・・・のご紹介と相成りました。（ちゃん！）

 　・・・自らモルモットとなって、
 　日々邁進中。(笑）ε=ε=ε=(┌ ‾_)┘

 　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8月発行を予定しています。お楽しみに♪♪
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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@force-dimension.com
 ■ ＜そふとしぇる＞ＨＰアドレス http://www.FlowerRemedy.com
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 　メールマガジンmelma!、を利用して発行しています。
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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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