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 ┏  　フラワーレメディ総合情報マガジン 　 ━━━━━━━━━━━┓

 　　　　　　フラワーエッセンス★ジャーナル　2005年秋号　　

 　　　　　　フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　　　　　　

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　>>　秋号のトピックス <<

 >☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

   2005年フラワーレメディ最終講座＆受付開始 （最新情報！）
   2006年セラピスト養成講座情報＆受付開始   （最新情報！）
   アボリジニの伝統的なピットヒーリングへのお誘い
   セラピスト厳選。秋～冬一押しのフラワーエッセンス製品

   ・・・っということで、海外研修へ行って来ます
   海外研修期間中の業務対応についてのご案内

 >☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 ☆───────────────────────≪2005年最終案内≫─☆
 >◆……◆　2005年　フラワーレメディ講座　最終受付を開始致しました。◆……◆
☆─────────────────────────────────☆

 　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ♪♪
 　急に秋めいてきた今日この頃。お元気でお過ごしでしょうか？

 　フラワーレメディ.com そふとしぇる
 　LiFE公認セラピストのさだまさです。

 　ん？危ない・・・
 　・・・・っと想ったら、早めのスニーズィーズ。
 　お蔭様で、元気復活です！！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　　★　 今回の注目トピック！（＠＠）　★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 >　──★2005年　フラワーレメディ最終講座★──

 　アカデミー日本事務局主催
 　フラワーレメディ講座2005年秋（東京地区・主催講座）

 >　──★　2006年　セラピスト養成講座　★──

 　2006年度パース本校短期集中セラピスト養成日本語講座

 　開催情報＆受付開始のご案内♪♪

 >　──★　アボリジニの伝統的なピットヒーリングへのお誘い　★──

 　伝統的なピットヒーリング開催予定とその内面へ・・
 　
 　＆ピットヒーリングに参加できないひとも、あきらめないで！
 　お風呂でできる疑似体験のススメ

 　　海外研修期間中の業務対応について

 >　──★　　セラピスト厳選　　★──

 　秋～冬の準備は、コレで万全！
 　
 　セラピストの一押し
 　寒むぅ～い季節に心強い
 　オススメのフラワーエッセンス製品情報

http://flowerremedy.com/


 ・・・などなど。

 　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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ フラワーレメディ最新講座情報！（2005年最終案内・2006年留学講座）
 　├→ アボリジニの伝統的なピットヒーリングへのお誘い
 　├→ セラピスト厳選！秋～冬のお役立ちエッセンス製品（オンラインショップ）
 　├→ 海外研修中の業務対応について
 　└→ 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ☆───────────────────────≪2005年最終案内≫─☆
 　◆……◆フラワーレメディ秋講座 受付開始（LiFEアカデミー日本事務局）◆……◆
☆─────────────────────────────────☆

 >　セルフヒーリングマスター講座（東京本部・高尾）11/03（木祝）～連休開催

 >　外用実践入門講座（1日）、内服法ベーシックスキル（3日間）
 >　同時開催＆参加受付中。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 >　”FiLi” ”雑誌anan”でも紹介♪

 　□■□   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

 　自分で自分を癒す知恵とノウハウをマスターする
 　セルフヒーリング・マスター講座
 　2005年最終講座の受付を開始。

☆─────────────────────────────────☆
 　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を学ぶ他、
 　内服調合の為の花カード診断方法のノウハウや、調合滴数の査定方法
 　調合法などを実践し、講座最終日には、ご自身のテーマにあった
 　フラワーエッセンスのオリジナルボトルを製作、お持ち帰りいただきます。
☆─────────────────────────────────☆

 　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や、
 　プロのプラクティショナーの方なども、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・アカデミー唯一の日本国内公認講座なので、
 　受講後は、参加証が、パース本校よりエア・メールでご自宅まで届けられます。

 　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。

 　定員数に達し次第、受付終了とさせて頂きます。
 　国内講座の中でも、最も人気のある講座ですので、
 　ご希望の方はお早めにご予約ください。

 　講座内では、パース本校と直接オンラインで教室を結ぶ
 　試験運用も実験中！



 　通信状態とスケジュールによっては、
 　バスデバー博士や、「西オーストラリア花物語」の著者
 　八木葉生氏とのオンライン質疑などにも遭遇するかも♪

 　自分を知る。自分を癒す。・・各種講座情報♪

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

 　▼又はLiFEアカデミー日本事務局ホームページにて
 　http://lifeacademy.jp/workshop.htm

 　尚、開催日直前のお申し込みは、大変込み合います。
 　余裕をもって、お申し込みください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆─────────────────────────────────☆
 　◆……◆アボリジニの伝統的なピットヒーリングへのお誘い◆……◆
☆─────────────────────────────────☆

 　4万年前からの人類の叡智
 　オーストラリアの現住民族ヌンガーアボリジニ族のナンジャン長老による
 　伝統的なフラワーエッセンス療法『ピットヒーリング』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　オーストラリアの先住民族アボリジニ族は、4万年前から
 　お花をつかった癒しの儀式を行っていました。

 　その伝統を受け継ぐ
 　ヌンガーアボリジニ族最後の長老ナンジャンによる
 　伝統的なフラワーエッセンス療法のひとつ
 　『ピットヒーリング』の儀式が行われます。

 　リビング・フラワーエッセンス・アカデミーは、
 　この行事に協賛し、叡智と伝統を後世に引き継いで行きます。

 　[開催場所]
 　　　　　　　ウェストオーストラリア州　パース近郊
 　　　　　　　バンクシアグローブのブッシュ

 　[開催予定日時]（悪天候の場合延期）
 　　　　　　　2005年10月16日（日）早朝5時～

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　ヌンガーアボリジニ族の花による癒しの儀式のひとつ
 　『ピットヒーリング』は、儀式に使用するお花を選び、
 　集めることから始まります。

 　女たちは、花を摘み、
 　男たちは、ひとが横たわるにじゅうぶんな穴を前日から掘りはじめます。

 　まだ日が昇る前の早朝。
 　その穴に、蒔きの燃えさしを敷き、儀式の準備がはじまります。

 　参加者は、顔じゅうに、
 　太陽や、お水やお花をイメージしたモチーフをペイントし
 　ナンジャン長老の祈りと、アボリジニ族の歌で儀式ははじまります。

 　蒔きの燃えさしが敷かれた穴には、
 　前日から池の水にじゅうぶん浸された花がひきつめられ
 　天然のお花のスチームサウナ効果を創り出します。

 　穴に横たわり、そのスチームを体と心で感じるのです・・・

 ▼ピットヒーリングの様子は、コチラでもご覧いただけます。
http://flowerremedy.com/flowerremedy/column5.htm

 今回は、このメルマガをご購読の方で、
 この行事に参加されたい方は、10月3日までに
 リビング・フラワーエッセンス・アカデミー日本事務局
 ▼『お問合せフォーム』よりご連絡ください。
http://lifeacademy.jp/contact.htm

 （現地までは、個人手配になりますが、参加をご希望の方には、

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


 集合場所等ご案内させて頂きます。特に参加料は、決まっておりませんが、
 ドーネーションをお願いする場合があります。いずれの場合も、千円程度です。）

 ・・・っという事で、今回、海外研修を兼ねて
 4年振りに、ピットヒーリングに参加して参ります。

 研修期間中（10月10日～19日）の発送業務、
 ご連絡対応はお休みとさせて頂きます。

 期間中はご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 >残念ながら、ピットヒーリングに参加できないひとも、あきらめないで！

 >お風呂でできる疑似体験のススメ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ピットヒーリングに参加できならからとあきらめないで！
 お風呂でできる疑似体験のコツをご紹介しちゃいます♪

 >[用意するもの]

 >お風呂
 >使用したいお花のストックボトル
 >または、
 >リフレクソロジーエッセンスA、もしくはB

 >[体験方法]

 1.40度前後のお湯を湯船にじゅうぶんに張ります。

 2.ストックボトルを利用する場合は、ストックボトルから、
 合計で40滴程度（洋バスの場合は、20滴）
 リフレクソロジーエッセンスを利用する場合は、ボトルから
 40滴程度（洋バスの場合は、20滴）を湯船に垂らし、
 よく攪拌させ、すぐに湯船に浸かります。
 （*フラワーエッセンスは、熱に弱い性質がありますので、
 垂らしたらすぐに、入浴してください。）

 3.顔の部分（目、鼻、口）だけ、お湯から顔を出し
   頭まで、すっかりお湯に浸かります。

 4.その状態で、ゆったりとおおきく呼吸しながら、
   15分～20分程度、心と体で感じてください・・・

 ピットヒーリングと同様に、心と体、
 呼気と、ボディクレンジングを一緒に行うことができます。

 （入浴後は、お湯が通常より濁って感じる場合があります。
 同じお湯での再入浴は避けてください。）

 体の重さや痛みを感じる場合は、リフレクソロジーB
 緊張を解放し、リラックスしたい場合は、リフレクソロジーAがオススメです。

 また、好きなストックボトルを選んで、
 自分だけのオリジナル・バスセラピーにも挑戦できます。

 > リフレクソロジーA,B、ストックボトルは、こちらでご覧頂けます。
 > ▼オンラインショップ・フラワーエッセンス製品のページ
⇒⇒⇒  http://flowerremedy.com/shop/fe.htm

☆─────────────────────────────────☆

 ～国境と距離を越えて～

 ピットヒーリングを行う時間帯に併せて、
 日本でも、同時に、擬似ピットヒーリング体験を行ってみませんか？

 日本時間の場合、10月16日の午前6時頃～正午にかけてとり行われます。

 ナンジャン長老には、日本でも同日時に、
 疑似体験を行っている人たちが居ることを伝え、祈りを行って貰います。



 ☆───────────────────────≪セラピスト厳選≫─☆
 　秋～冬の準備は、コレで万全！
 　◆……◆寒むぅ～い季節に心強いフラワーエッセンス製品情報◆……◆
☆─────────────────────────────────☆

 秋～冬を元気に過ごそう♪

 大自然の優しさでお子様からお年寄りまでご使用頂ける
 季節のオススメ・エッセンス

 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 『スニィーズィーズ』（鼻のぐしゅぐしゅに）
 『スキンラスタークリーム』（冷え・凝りハリ対策）
 『ダンピエラクリーム』（痛みや疲れを感じるとき）

 『リフレクソロジーA』（冷え・凝りハリを感じるとき。体と内面からあたたまる）
 『リフレクソロジーB』（痛みや疲れを感じるとき。体と内面からエネルギーをひきだす
 ）

 ☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 　いずれもスプレータイプや、クリームタイプなど
 　外用専用の製品なので
 　飲用が苦手なお子様やお年寄りの方、妊娠中の方、
 　ご家族全員で、手軽に安心してご使用頂けます。

 　今まで、”コレ！”という製品に出会わなかったかた。
 　よりナチュラルな製品をお探しのかた・・
 　是非一度お試しください。

 　お求めは、セラピストのフラワーエッセンス専門ショップで
 　▼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

☆─────────────────────────────────☆
 　オンラインショップでは、コンビニ後払いや、代引、クレジットカード決済など
 　5種類のお支払い方法の中からお好きな方法をお選び頂けます。

 　5000円（税込）以上のお求めで、全国送料無料サービス♪♪

 　ワンクリックで、ご希望の製品を全国にお届け致します。
 　ますます便利なサービスを、是非、ご利用ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆─────────────────────────────────☆
 　◆……◆　海外研修中の業務対応についてのご案内　◆……◆
☆─────────────────────────────────☆

 　10月10日～19日まで、オーストラリア研修のため、
 　一部の業務をお休みとさせて頂きます。
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 　［期間中の諸対応］

 　電話、メール、FAX対応：8日～19日までお休みとさせて頂きます。
 　発送業務：7日午前中まで通常営業。
 　　　　　　7日午後～19日までお休みとさせて頂きます。
 　セラピーご予約：7日午後～19日までお休みとさせて頂きます。

 　期間中のインターネットによるご注文受付は、通常通りご利用頂けます。
 　期間中はご不便をお掛けいたしますが、よろしくお願い致します。

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

 　3年ぶりに、パースに研修に行くことになりました。

 　10月のパースは、春も盛り。
 　様々なワイルドフラワーが競い合うように咲き誇り、
 　それはそれは見事なフラワーフィールドが出迎えてくれます。

 　ピットヒーリングは、今回で2回目。

 　今年は、5つのピットを準備し、
 　その内のひとつのピットの世話役とお花の採集係りという
 　役割も与えられています。



 　また、沢山のお土産話をもって帰ってきたいと想っています。

 　・・・っということで、次回のメルマガもお楽しみに♪♪

 　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 softshell@flowerremedy.com
 ■ ＜そふとしぇる＞ＨＰアドレス http://www.FlowerRemedy.com
----------------------------------------------------------------------
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