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 癒しと自己実現の道程
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 ┏  　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　第5号　　　　　　

 　　　　　　フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　　　　　　

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　今号のトピックス 
                                         ,－－、
   ■■■  ペットも癒す♪              ／      ＼
   ■■■  花療法でアニマル・セラピー  Ｖ・  ・Ｖ
   ■■■                             ω人=♀=ノω
                                     
                           
 　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、・・・ちょっと発刊が遅れました。

 　なぜならば・・・
 　その理由は、メルマガの中に・・・
 　（・・・・答えは、編集後記にて。（笑））

 　さて、今号の注目（＠＠）トピックその壱は、
 　そのものスバリッ！「ペット・ケア」。

 　FE海外情報最前線！・・では、
 　ペットに対するフラワーエッセンスの使用法を連載で。

 　（来年からスタートするアニマル・セラピー講座の近況もご報告♪♪）

 　ウェッブショップからは、待望の新製品
 　「チャクラ・スプレー（男性用）」のご紹介＆

 　発売真近！ペットケア専用フラワーエッセンス・スプレー
 　「ペット・カーム」の無料モニター募集。

 　・・・・期間限定。特別サービス実施中！
 　「5,000円の製品注文で。送料は、タダだよッ☆」（9月末日まで）他

 　花療法・海外コラム、
 　おなじみ八木葉生氏のパース産直レポートは、
 　「アボリジニ４万年の花の癒しの儀式　ピットヒーリング」

 　自分を知る。自分を癒す。’03年秋のワークショップ関連情報
 　まだ間に合う！9月に参加できるフラワーレメディ講座

 　　　　　　　　　　「フラワーレメディ外用実践講座1日」のご案内

 　・・・などなど、
 　知って楽しい、知ってトクする、
 　知って為になる情報を　いち早くお届けいたします♪♪

 　前回のフラワーエッセンス・クイズの答えと、
 　今月のご優待情報は、メルマガの最後に！

 　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

http://flowerremedy.com/


 　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） 
 　├→ コラム：海外情報最前線！（ペットに対する使用法　Part1）
 　├→ 自分を知る。自分を癒す。'03年秋のワークショップ関連情報
 　├→ 5,000円以上のお買い物で、送料を無料サービス（オンラインショップ）
 　├→ 「西オーストラリア花物語」著者・書き下ろしコラム第5弾
 　├→ プレゼント＆ご優待情報（質問に答えて、GETS！の答えと、ご優待情報♪）
 　└→ 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）　　
 　　＼∥／　　　ウーリー・バンクシア

 成功信念の為のエッセンス。

 巷では、阪神の16年ぶり優勝で沸いていますが、
 このウーリーバンクシアは、星野監督と、阪神ナインの
 復活と活躍を象徴するに、ピッタリのエッセンスかもしれません☆

 自分が成し遂げたいと思っている方面に
 進むことが出来ないと感じている人に。

 がっかりと気落ちして前途不安で、
 前進することを躊躇している人に。

 辛く長い努力をしている間に
 インスピレーションを失ってしまった人に。

 超然として、新たな意気込みで対処することが
 出来るようになる為のエッセンス。

 内服の他、ツボ外用にも使用されます。

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

 　成功信念のエッセンス。
 　失敗が避けられないと恐れることなく、
 　新しいゴールに向かうために。
 　たとえ、どんなに疲労していたとしても、
 　物事を完全に掌握し、それを克服するための
 　インスピレーションや力や活力が与えられるようになる。
 　日々毎日の難事に対して、超然として、
 　新たな意気込みで対処することが出来るようになる。 

 　キーワード：夢を実現しよう
 　成功信念、楽観主義、一新された理想主義

 　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/ウーリー・バンクシア
 15mlスポイトボトル入りストックボトル　 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。

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★



───────────────────────────────────
 　■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5回目は、「ペットに対する使用法　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「ペットに対するフラワーエッセンス使用法」
http://www.FlowerRemedy.com/flowerremedy/report.htm

 【ペットの問題行動に対する使用法】

  リボンピー：恐れによって、狂暴になっていたり、興奮しているような状態に。
 　　　　　　 トリートメント例：20分おきに、ストックボトル（原液）から、
 　　　　　　  2～3滴を頭の頭頂に使用。 

  ブラック・カンガルーポウ：過去に虐待された経験により、
 　　　　　　　　　　　　　 攻撃的な性格になっている動物に。
 　　　　　　　　　　　　　 1日2回、ストックボトル（原液）を、
 　　　　　　　　　　　　　 2～3滴を水か餌にまぜる。

 どうしてそのように振舞うようになったのか、
 その本質的な原因によって、使用するエッセンスが異なる点に注意してください。

 その原因によっては、上記2つのエッセンスに替わり、
 バルガや、レッド・レショノルティアを、それぞれ選び使用する場合もあります。

 　【リビング・エッセンスによるアニマル・セラピー】

 　オーストラリアでは、交通事故などにより、
 　親を亡くした野生のカンガルーの赤ちゃんを保護する
 　カンガルー・レスキュー・プログラム の一環として
 　リビング・エッセンスによる治療が行なわれている。
 　ショックによる衰弱やストレス、神経過敏、ショックや
 　虐待等によるトラウマ解消、恐れによる攻撃性などの問題行動や、
 　痛みの治療などに対して使用され、野生動物のほか、
 　馬などの家畜や、犬や猫などのペットにも使用される。

 ペットに対するフラワーエッセンスの使用法は・・

 　▼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

 　1月から読売・日本テレビ文化センターで始まる
 　「花療法でアニマル・セラピー講座」のご案内もあります。

 次号は、「ペットを癒す。フラワーエッセンスの使用法」Part2を掲載予定です。

───────────────────────────────────

 ところで・・・・
 まだ間に合う！9月のフラワーレメディ講座情報！！

───────────────────────────────────



 　■ワークショップ 秋講座 受付中■（LiFEアカデミー日本事務局）
───────────────────────────────────
 　自分を知る。自分を癒す。ミ☆秋の講座ミ☆
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　セルフヒーリングのスキルを磨く。マスターできる！

 　「フラワーレメディ外用実践講座1日」　9月27日（土） 東京・恵比寿

 　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。

 　フラワーエッセンスは、内服が一般的とされていますが、
 　この講座では、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
 　フラワーエッセンスの外用テクニックを学びます。

 　ストレス、痛み、エネルギー消耗、不眠不安に対する
 　外用トリートメント法をその場で覚え、体感し、
 　日頃の疲れを癒してお帰りいただけます♪♪

 　オーストラリア政府認定
 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー公認
 　ワークショップなので、　参加者には、
 　パース本校より参加証が、エア・メールで直送されます。

 　フラワーエッセンスの事前知識がまったく無い方でも
 　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☆

 　自分を知る。自分を癒す。・・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・ショップ発。期間限定。特別サービス実施中！■
───────────────────────────────────
 　人気の製品は、コレ！
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　【1位】カスタム調合エッセンス  （フラワーエッセンス）
 　【2位】ダンピエラ・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】スキンラスター・クリーム（フラワーエッセンス・クリーム）
 　【5位】西オーストラリア花物語   （フラワーエッセンス・関連書籍）

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　□■□    
   ■　■   新製品「チャクラ・スプレー」（男性用）
  □■□

 　肉体と精神の健全なバランスを 自然の力で手軽にケア♪♪
 　ホルモンのバランスを矯正、活性化する チャクラ・スプレー。 
 　女性に大人気のスプレー・ミストに、待望の男性用が発売されました。

 　男性用は、日々の自信と達成感、内から湧き出るエネルギーと集中力、
 　心身ともに健康で幸福であるために、男性性の活性化を促すよう働きかけます。

 　男性更年期障害 / 腰 / 肩 / 頭痛 / 脱力感 / イライラ /
 　集中力低下 / ＥＤ / 不感症 / 性欲低下 (セックスレス）　などに対応。

 　男女関係での深い信頼や、 親密さと優しさを求める女性は、
 　プレゼント用として。パートナーに使って貰うこともできます。

 　　>>http://flowerremedy.com/shop/fe/spray.htm

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

 　□■□  北海道・九州・沖縄のひとも、是非、利用してねッ♪♪

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


   ■　■ 「5,000円の製品注文で。送料は、タダだよッ☆」（9月末日まで）
  □■□

 　そふとしぇる☆オンライン・ショップでは、ショップ内の全製品を対象として、
 　日本全国・送料無料サービスを実施中です！

 　対象：1回のお買上げ製品代金（税抜）が、5,000円以上のご注文
 　期間：9月末日まで

 　期間が残り少なくなりました・・・。
 　是非、ご活用ください♪♪

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

 　□■□  ペット専用フラワーエッセンス・スプレー
   ■　■ 「ペット・カーム」の無料モニター募集中！（9月末日まで）
  □■□

 　初のペットケア用　フラワーエッセンス・スプレー 
 　『ペット・カーム』　が、オーストラリアで発売されました。

 　『ペット・カーム』　は、野生のカンガルーを保護する
 　”カンガルー・レスキュー・プログラム”等での、 アニマル・セラピーの
 　実績を生かし、 リビング・エッセンス社より製作された
 　毒性が全く無く、 ナチュラルで安全な ペット・ケアの為のスプレーです。

 　ペットのストレス、及び、 ストレスに纏わる状況の緩和に、
 　1日4回、もしくは必要に応じて、スプレーを吹きかけてご使用頂けます。

 　ペットを愛するオーナーの方に、
 　当ショップでは、オーストラリア本国発売記念として、
 　サンプル版・無料モニター3名様を募集します。

 詳しくは、こちらのページで。
 　　>>http://flowerremedy.com/shop/fe.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

 　カート化で、お買い物も、大変便利。サービス、ますます拡大中♪♪

───────────────────────────────────
 　■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5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5弾（連載）

 　今回のレポートは、
 　「アボリジニ４万年の花の癒しの儀式　ピットヒーリング」

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 その、燃える石炭の仕掛けられている穴の中に、
 湖に浸けてあったジェラルトンワックスやバンクシアなどの
 花をいっぱいフワフワに敷き詰めて、その上から水をたっぷりかける。
 そうして、その花の上に人間が仰向けに寝て、首だけ出した胴体部分に
 カンガルーの皮を掛けると、穴の中はサウナのようになって、
 花のエッセンスが人間の体の中に染み込んで、病気を癒すという。
 ・・・・・（中略）・・・・・・
 二時間ほどして、ピットに入る人を交代したが、
 その時、「おぉぉぉ！！」と、大きなどよめきが起こった。

 　▼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/column5.htm



───────────────────────────────────
 　■プレゼント＆ご優待情報♪■
───────────────────────────────────
 　今号のプレゼント＆御優待情報は、コレ！
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　【1】　前回のクイズに答えてGETS！の答え
 　【2】　日本未発売「ペット・カーム」無料モニター募集（3名）
 　【3】　オンライン花カード診断・無料ご優待（5名）

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　□■□    
   ■　■   【1】前回のクイズに答えてGETS！の答え
   □■□　　　　「私なら、蝉君へＯＯエッセンスを処方する」

 （前回のクイズ）

 　　蝉がジージー。
 　やっと外にでられたようです。
 　そこで、問題。

 　【問題】  長雨で、土からでられなくて・・・・
 　          ちょっと欲求不満気味だった蝉君には、
 　          何のフラワーエッセンスを処方すればいいでしょうか？

 　【解答】

 　知人から、難しいよ～の声が挙がったコノ問題。
 　「蝉」ってことに、ポイントが向きすぎちゃったようですね・・。

 　解答のポイントは、「長雨で・・・欲求不満」。
 　この種のストレスが溜まった状態に、まず処方を考える
 　フラワーエッセンス、それが答えのポイントとなります。

 　他の動物や、人間、赤ちゃんの場合でも
 　同じような状態のストレスに、このエッセンスを使用することができます。

 　・・っで、答えは、「ピンク・フェアリー・オーキッド」。

 　「環境によるストレス」という点が着目ポイントでした。

 　セラピストが実際にカウンセリング法のみで処方する場合は、
 　このようなちょっとした情報から、ポイントを拾い出し、
 　フラワーエッセンスを処方する一例を、
 　お遊び感覚で体験して頂こうと想っての出題でしたが、
 　お楽しみ頂けましたでしょうか？

 　んー。残念ながら、正解者は・・・なし。（TーT）
----------------------------------------------------------

 　□■□    
   ■　■   【2】日本未発売「ペット・カーム」無料モニター募集（3名）
   □■□　　　

 　文中でも、お知らせ致しましたが、
 　初のペットケア用　フラワーエッセンス・スプレー
 　『ペット・カーム』　が、オーストラリアで発売されました。

 　『ペット・カーム』　は、野生のカンガルーを保護する
 　”カンガルー・レスキュー・プログラム”等での、 アニマル・セラピーの
 　実績を生かし、 リビング・エッセンス社より製作された
 　毒性が全く無く、 ナチュラルで安全な ペット・ケアの為のスプレーです。

 　ペットのストレス、及び、 ストレスに纏わる状況の緩和に、
 　1日4回、もしくは必要に応じて、スプレーを吹きかけてご使用頂けます。

 　ペットを愛するオーナーの方に、
 　当ショップでは、オーストラリアヶ{国発売記念として、
 　日本未発売のサンプル版・無料モニター3名様を募集しています。

 　詳しくは、こちらのページで。
 　　>>http://flowerremedy.com/shop/fe.htm

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

 　□■□    
   ■　■   【3】「オンライン花カード診断」無料ご招待（5名）



   □■□　　　

 　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。

 　10月の”オンライン花カード診断”トピックは、
 　「自己実現の為のフラワーエッセンス」。

 　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、今すぐ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  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　予定より、発刊がだいぶ遅れた今号ですが、
 　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？

 　先月・・・。今号からは、
 　「ペットに使用するフラワーエッセンスの情報」を
 　とりあげて行こう！っと想った矢先・・・。

 　読売・日本テレビ文化センターという、
 　カルチャースクールの講座本部の方からご連絡を頂き、
 　新規講座開設準備の為、大幅にスケジュールを調整しながら、
 　その合間を縫っての、メルマガとホームページの更新と相成りました。

 　みなさんへのお届けは、少々お待ち頂くことになりましたが、
 　結果、「最新のホットな情報をお届けできることができたかなぁ～」っと、
 　このタイミングを、実にポジティブに受けとめております。（笑）

 　1月期からは、新宿センターと大宮センターで、
 　「花療法でアニマル・セラピー」という講座（新宿）と、
 　「フラワーレメディ講座」という講座（大宮）でも、
 　みなさんとお会いする機会を設けることができましたので
 　まずは、ココで、お知らせをばと。（笑）

 　詳しい内容は、随時、メルマガとホームページでご紹介予定です♪♪

 　カルチャーセンターならではの、身近で、楽しい、
 　実用本位の内容なので、お気軽にどうぞッ☆

 　メルマガ、ホームページに関する
 　皆様のご意見ご感想も、お待ちしております♪

 　次回は、2003年10月発行を予定しています。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 softshell@force-dimension.com
 ■ ＜そふとしぇる＞ＨＰアドレス http://www.FlowerRemedy.com
----------------------------------------------------------------------
 　このメールマガジンはインターネットの本屋さん「まぐまぐ」、

http://flowerremedy.com/


 　メールマガジンmelma!、を利用して発行しています。
 　購読の解除はお手数ですが各ＨＰにてお願い致します。

 　まぐまぐマガジン     http://www.mag2.com      ID=0000108972 
 　melma!　　　　　　 　http://www.melma.com     ID=m00089972
----------------------------------------------------------------------
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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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