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 癒しと自己実現の道程
 フラワーレメディ情報マガジン
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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9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 

 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°
        新しい1年間のスタートにオススメのエッセンス
 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

  ☆彡                           
 　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。

 　2004年。最初のメルマガは、サクサクッと
 　スタートダッシュで、お送り致します♪

 　今回の注目トピック。

 　FE海外情報最前線！では、「ペット・ケア情報」第4弾。
 　ペットの痛みを軽減するためのフラワーエッセンスをご紹介。

 　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
 　「ポストオフィス医療センター勤務。マンディ・スミスへのインタビュー」
 　 人生の大転換が起きた・・？！！

 　・・などなど。

 　ますます進化する
 　メルマガ便でお届けいたします♪♪

 　最後まで、じっくりおつきあいくださいねッ(≧∀≦)ノ

 　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） 
 　├→ コラム：海外情報最前線！（ペットに対する使用法　Part4）
 　├→ 2004年スクール情報！（マスター講座のご案内）
 　├→「西オーストラリア花物語」著者・書き下ろしコラム第8弾
 　├→ 新製品！『ペットカーム』正式発売のお知らせ（オンラインショップ）
 　└→ 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）　　
 　　＼∥／　　　スター・オブ・ベツレヘム

http://flowerremedy.com/


 バランス・オブ・マインドの『創造性』に調合されている
 代表的なエッセンス『スター・オブ・ベツレヘム』

 年末に、ブラック・カンガルーポウで浄化を促したら・・
 1年のスタートダッシュにぴったりの
 このエッセンスがオススメです。

 マンネリ化した意識や思考から抜け出し
 マインドを完全にオープンすることで
 創造性に満ちた無限の可能性の領域にシフトすることを促す
 『希望と創造』『機知』のためのエッセンスです。

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

 　創造的な解決方法に対して心を開き、
 　新しい思考に抜け出すためのエッセンス。
 　気づきをもたらして、理性の力で、
 　オプションと選択が常に無限に存在している
 　領域に入り込むために。新しい創造力と希望で、
 　人生の状況が完全に方向転換するようになる。

 　キーワード：希望と創造的解決  
 　解決、創造性、オープン、希望、機会

 　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

 　バランス・オブ・マインド『創造性』は、こちら。
 　http://www.FlowerRemedy.com/shop/fe/21.htm

 フラワーエッセンス/スター・オブ・ベツレヘム
 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/stock3.htm#s
 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8回目は、「ペットに対する使用法　Part4」　 ／      ＼
 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ・  ・Ｖ
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ω人=♀=ノω

 --■　■--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

                                     
 【ペットの痛みに対する使用法】

 　メンジーズ・バンクシア：痛みの箇所、古傷の箇所、
 　残存する痛み、ファントムペインに。

 　トリートメント例：問題の部位に直接使用する。
 　また、内服として、1日2回、25mlの液体に対して数滴を使用することで、
 　痛みの経験（体験）から脱却することを手助けする。 

 　マクロザミア：水分関係の問題に。膀胱、腎臓、生殖器の痛みに。



 　トリートメント例：問題の部位に直接使用する。
 　赤ちゃんペットの腎臓、膀胱の機能不全に対して。
 　痛みのある箇所に、メンジーズ・バンクシアと併用すると大変良い。
 　また、 打ち身（打撲）や、傷の周り、筋肉の痙攣、やけど等のケースの場合、
 　ワイルドフラワーコンビネーション配合のペインクリームを 湿布又は、
 　厚めに塗ることができる。

 　その他痛みに使用するエッセンス：
 　ダンピエラ
 　パープルフラッグ・フラワー

 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

───────────────────────────────────
 　■2004年フラワーレメディ講座 生徒募集中■（LiFEアカデミー日本事務局）
───────────────────────────────────
 　まだ、間にあう！！！
 　2004年からはじまる。はじめる。マスター講座
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　□■□   パース本校のワークショップ内容を、日本で学べる。
   ■　■   パース本校から、参加証がエアメールで届く唯一の講座。
   □■□   心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディ

 　「セルフヒーリング・マスター講座」（全４回）  開催地：東京

 　第1回目講座　1月31日（土）10時～16時

 　フラワーエッセンスのセルフヒーリングを
 　総合的にマスターするためのメイン講座。

 　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）による
 　フラワーエッセンスの外用テクニックや内服法を学びます。

 　ご自分の健康や、スキルアップの為に。
 　また、販売を手掛けていらっしゃる方なども、多数ご参加頂いています。

 　オーストラリア政府認定
 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミー公認講座なので、
 　受講後、パース本校より
 　「セルフヒーリング・マスターリング講座」参加証が、
 　エア・メールでご自宅に直送されます。

 　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、
 　どうぞ、お気軽にお申込みください。

 　お子様同伴でのご参加も大歓迎です♪
 　（乳幼児のお子様の場合は、ご相談ください♪♪）

 　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

───────────────────────────────────
 　■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8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8弾（連載）

 　今回のレポートは、

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


 　　「ポストオフィス医療センター勤務。マンディ・スミスへのインタビュー」
 　 人生の大転換が起きた・・

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 ・・・（中略）・・・・
 　違う、どっちも違う。西洋医学が悪いのよ。
 　そうだ、マッサージへ行ってみよう。
 　鍼はどうかな？　いやレイキが効くかもしれない。
 　彼女は、ありとあらゆる治療法を試みた。
 　が、しかし、期待に反して、結果はどれもイマイチ。

 　そんなある日、彼女の友人が、フラワーエッセンス
 　セラピストを紹介してくれた。

 　「どうせ今度も‥‥」と、あまり乗り気ではなかった。
 　ところがである。瓢箪から駒。人生の大転換が起きたのである・・

 　▼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/column8.htm

───────────────────────────────────
 　■オンライン・ショップ発。特別サービス実施中！■
───────────────────────────────────
 　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】オーラ・スプレー        （フラワーエッセンス・スプレー）
 　【3位】チャクラスプレー         （フラワーエッセンス・スプレー）
 　【4位】バランス・オブ・マインド（飲むフラワーエッセンス）
 　【5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）

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ,－－、
 　 新製品　『ペットカーム』正式発売         　 ／      ＼
 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ・  ・Ｖ
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ω人=♀=ノω
 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

  ☆彡  大自然の優しさでペットをケアする
        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』

 　 ペットカームは、オーストラリアの傷ついた
 　野生生物を助ける目的で作られました。

 　オーストラリアでは、カンガルーが交通事故に遭遇した後、
 　子供だけが残されてしまうというケースがしばしば起ります。

 　母親から離された子供のカンガルーは、
 　そのことがストレスとなり、
 　その後の生存率が低くなってしまうのです。

 　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”チームでは、
 　ストレスの緩和、生存率の向上の為などに、
 　副作用などの全くない自然の療法として
 　リビング・エッセンス社のフラワーエッセンスが使用されています。

 　『ペット・カーム』は、”カンガルー・レスキュー・プログラム”での
 　実績や、馬などの家畜、 ペット・ケアの経験を生かし製作された、
 　ナチュラルで大変安全なペット専用のスプレーです。

 　犬や猫、小動物などのストレスの緩和に。
 　ペットのトレーニングの際に。
 　元気がない、心配、苛立ち、 落ち着きがない、気難しいなど・・

 　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。

 　たっぷり使える
 　125mlスプレーボトル入り　3,800円（税別）の
 　お求めは、フラワーエッセンス・ストアで。



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

 (＊リビング・エッセンス社は、野生動物の保護プログラムに参加しています。)

 　▼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

 　5,000円以上のお買上げで送料無料。/クレジット・カードもご利用頂けます。

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

 　今、ウェッブのリニューアル作業を行っています。

 　今回は、かなり大規模な改装工事の真っ最中ッ！

 　建物もそうですが、新しい建造物を創る時には、
 　まず、既存の型や枠をはずすという作業を
 　先に行わなければなりません。

 　ところが、ココが、大問題。（でした。）

 　既存の枠や型を壊す作業って、『勇気がいる！』(笑）
 　時間も掛かるし・・
 　それに・・・めんどくさい。(笑）

 　なにより、馴染んだものを手放すリスクもある訳です。

 　それを乗り越えちゃえば、
 　向こう側には、ひろーい自由空間が
 　待っているのを知ってるのに。 (笑）

 　・・・そんな気持ちを込めて、
 　『スター・オブ・ベツレヘム』を
 　皆さんと共有できればと思いました。

 　・・・っということで、次回は、
 　もしかしたら！！
 　リニューアルのお知らせができるかもしれません。

 　お楽しみに♪♪

 　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♪

 　次回は、2004年2月発行を予定しています。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 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」、
 　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。
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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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 　　 　　 http://www.FlowerRemedy.com　（HPはココをクリック！）
 　　 
 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★ 
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