毎日の暮らしの中で〝布良″ を 使ってコツコツと。

令和 元年記念号
～親睦会 の熱気今だ に冷めやらず～
あ る会 員さんは 「
会場全体が キ ラキ

熊谷真実さんから のメ ッセージ
布良を知 った のは、 私が 十数年前から
通 っている エステテ ィックサ ロンでした。
そ このベ ッドにシーツが 敷 いてあ ったん で
す。そ の時は横にな った途端、 吸い込まれ
るように寝 てしま いま した。
まさか このシーツが ぐ っすり眠れた原因
だとは思 いません でした。後 で布良 の事を
教 え てもら い、 それからす っかり、布良 の
虜 になりま した。
「
衣食住」と いう言葉 の最初 に衣と いう
字が 来 る意味が、布良を使 い始め てや っと
わかりま した。

5月1１日まで

各受賞作品は本社サロンにて展示中

ラした波動 で天使が楽 しそうに笑 って
いた。もう大変 です。だからと っても
幸せ でした ー」と話してくれま した。
特別ゲ スト、熊 谷真実さん のストレー
トな体験談は会 員さん の涙を誘う場面
もありま した。
石原さん のマリムーン体験談も感動
しま した。
参加 して頂いた皆さん。ボ ランテ ィ

健康を気遣 う のに食 べ物ば かり気 にして
身 に纏 うも のに関して気 にした事が ありま
せん でした。 でも布良に出会 って、 『
健康
とは身 に付けるも のが 呼吸を しているも の
でなく ては いけな いんだな ぁ』と初め て思
いま した。
布良は生き ています。だから私 の肌に、

会員サイトhttp://www.fulanowa.com
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(営業日 日月祝日の場合は休業いたします)

５

ふらのわ

ア の方。 スタ ッフ。それに熊 谷真実さ
ん。本当に言 い尽くせな い感謝 です。
ありが とうござ いま した。
今 月は全 国 一斉 に綿 の種まきが 始ま
ります。大型連休も他人事 で、

な いです。

この時期 の農作業が楽 しく て仕方が
い

身体に、 そ っと寄り添 ってくれる のです。

記念親睦会と作品展

三恵子さん
真由美さん
ひとみさん
公子さん
道代さん
利美さん
与利子さん
美和さん
雅心さん
仁香さん
恭子さん

土開
藤原
豊田
平林
丸山
平井
羽鳥
小澤
麻生
星谷
影田

・最優秀大賞
・審査委員賞
・努力優秀賞
・アイデア賞
・デザイン賞
・技術優秀賞
・特別優秀賞
・
〃
・スタッフ賞
〃
・手紡ぎ 賞

コット ン
フ ァームで
も、楽 しい
種まきを し
ます 。
皆さん、参
加 してくだ
さ いね。
前 島

熊谷真実さん
親睦会が終了してから
着替え、慰労会にも参
加タッフをねぎらって
いただきました。
感謝でした。
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癒しの‶布良″で健康磨きしませんか。

山田聖子

私 の感 じる宇宙空間
三重県津市
宇宙を感 じる
ふらそらシーツとブ ランケ ット
私は ヨガが 大好き でい つのまに
か １４年 ヨガ を していま した。 ヨ
ガ を知れば 知るほど、 ヨガ は瞑想
をす るため の準備と知りま した。
瞑想は 日常 の不安 ・恐れなど の心
の囚われを解消 し、今に生き る ・

何(かに囚われ ていたり不安を持 っ
てるなど が
) みるみる軽くな ってい
く のが 見えます。私はすご く敏感
で、 そんな人達 の感覚が自分 の事
の様 に入 ってきます。そ の人達 の
重た い エネ ルギ ーが 軽くな ってい
くと、 私自身 も体が 宇宙空間に い
るように重力を感 じなくなり、ど
れだけ動 いても疲れな い体 になり、

笑( )
もう 一つ、前島社 長は何も 囚わ

踊り出 した いほど嬉 しくなります。

れ ておらず、純粋に 『
本当 の豊か
さとは何か 』を感 じる ・伝える こ
とを広め る活動を している こと で
す。
これからも宇宙空間みた いなふ
ら のわ の活動にかかわ っていきた
いと思います。

080-7841-0086

電話相談室 の開設

愛 用者 の疑問にお答 え
でき るよう開設しま した。
・主 に使 い方 の相談など
にお役立 て下さ い。

・利用時間 通常勤務内
火～ 土曜 日
１０時から１７時
日、 月、祝 日は
お休 みさせ て頂きます。

製品特別記念販売

一口５千円 の登録料 で３本 の
綿 のオ ーナ ーにな ると、 収穫時
にそ の綿 の木からとれた綿をプ
レゼ ント します。
＊ 登録料は、栽培 のため の費 用
に充 てさせ ていただきます。

〈目的〉
・会 員 の方 に布良 の原料 『
自然
綿 』に興味を持ち、 親 しむ
き っかけにしてほしい！
・貴重な非遺伝 子組 み換 え、 し
かも原始 の綿を残 していく こと
の 一助にした い！
（
世界 で栽培される綿 の多くは
遺伝 子組 み換 え です）

生 成 綿 ・ 茶 綿 ・ 緑 綿
限
定
各
３
０
名

「マリムーンフリー」
首 に巻けるよう創立十七周年
記念 で親睦会 に発表 しま した。
か つてこれ程、 早く素晴 らしい、
数々 の体験談が 寄せられる こと
はなか った です。驚き です。
胸が 開き、 肩や首、 頭、肺など
が 気持ち いい波動に包まれます。
定価 １万円 のと ころ
記念あ っせん価格
・ 一枚
八千 円
・二枚組 一万 二千円

し込みく

〈
お申 し込み方法〉
① 注文書 に 『オ ーナ ー希望 （
希
望す る綿 の種類）』とご 記入い
ただき、 ふら のわ会本部ま でお
送 りくださ い。各色 一口ま でお
申込みいただけます。
② お申込みいただ いた分 の登録
料をふら のわ会 口座ま でお振込
みくださ い。
自
※然 のも のです の
で、毎年とれる量
によ ってお送 り で
き る綿 の量も変わ
ります。ご 理解 い
ただ いた上 でお申
し込みくださ い。

綿のオーナー募集

今 の瞬間を楽 しむ状態 にす る手段
で、古くから伝わるヒ マラヤ聖者
イ ンド の修行者などが 行 ってきた
方法 です。
ブ ランケ ットと シーツを使 うと
と ても深い眠りになり瞑想状態と
同じになります。瞑想状態 にな る
と沢山 の夢を みて、 頭 の中が クリ
アになり、悩 み ・不安が 無くなり
体が 軽くなります。
ふら のわ のお話し会や イベント
に参加をす ると、 一緒 に出席 した

対象 品 ：ふらそら ２
１０枚に付き 「一枚 熊(谷真
実 刺)繍 入り」をプ レゼ ント。
この機会をお 見逃 しなく。
該当者 ：エコ ・フラ ワー ・
グ リーン会 員様
キ ャンペーン期間 ：
５月末 日ま で

記

マリムーンフリー
幅５㎝ 長さ４５㎝

サポートテレフォンの案内

売
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販

令和記念キャンペーン
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重た い エネ ルギ ーを し ょ った人
いつ会っても超
明るい方です

談
験
体

「ふら」 手編みクラブ

水島さん と 物づくりお話会
水島さんと物づくり・お話会

ふら手編みクラブ

日時：毎週 土曜日 13:00～17:00
場所：ふらのわ会東京サロン
つどいと重なる時にはつどいを
優先させていただきます。

毎月第一・第三水曜日
10:30～12:30 13:30～15:30
無料 講師：中西 陽子先生
場所：ふらのわ会 東京サロン

糸 紡 ぎ 練 習 日

糸紡ぎ・織・手編み練習日
無料編み物教室の案内
【札幌ふらのわ会】

糸紡ぎ 練習日
場所： 本社サロン 要予約
日時：毎週木曜日午前と午後
機械使用料 ：300円
講師：糸紡ぎマイスターの皆さん

楽しくお好みの編み物が出来て、気が付けば
お友達もできる。作品作りに自信が持てた。
気軽にできた。

Fulanowa
ふらのわファーム
研修所の外壁工事が
終わり綺麗になりま
した、あとは内装工
事に入ります。

★道具の数に限りがありますので、

予約が必要になります。
● 札幌サロン 毎週火曜日 10時から
札幌市中央区北1条西10丁目1-3
電話 011-261-5615

種蒔きと食事(野外バーベキュー）
ふらのわファーム

場所 千葉県成田市

綿畑にいると感じる事
時間の流れ方が穏やかで、土に触れ、風を感じ、
お日様に見守られ、あっという間に1日が終わってしまう。
充実した時間 感謝しかないです。
【参加要領】
・開催日 ５月１１日(土)・１２日(日)
・集合場所 京成成田駅東口下車アパホテル
前９時００分 車で送迎いたします
・用意 種まき出来る格好・着替え・長靴…
日によって寒暖差のある時期ですので
調節しやすい服装で来てください。
参加申し込みは
本部電話 03－5540－8511
GW期間中は前島へ 090-3237-4539

栽

培

体

験

予

定

日

綺麗に整地してあります。
草対策マルチもしました。

・何気にタンポポがまぶしかった。
・アーシング体験 いつも天地と繋がっていたい

● 予定日 5月 10 16 21 24 29
● 集合場所：京成成田駅 東口下車 アパホテル前
午前9:０0
● 参加特典 ボランティアポイント券進呈 定員5名
5月参加者2000円分
（6月・7月 2500円券 8月・9月 3000円券）
● 用意するもの：作業服・帽子・長靴・水筒・着替え・
耕運機も慣れました。
お弁当・野菜袋
畑仕事も楽々で楽しい！
申込：本部電話
03－5540－8511
畑の質問：前島
090-3237-4539
ふらのわ会東京本部
TEL:03-5540-8511
本部WEB: http://www.fulanowakai.com
会員サイトhttp://www.fulanowa.com

布良の勉強会と「つどい」 31年５月の案内

経理からのお知らせ
いつも布良の製品を愛用頂き感謝しています。この度、購入の支払いが簡単にスマホ決済
（PayPay)が使用できるようになりました。詳細は本部の石川まで問い合わせ下さい！！
ふらのわ会東京本部 TEL:03-5540-8511 本部WEB: http://www.fulanowakai.com

会員サイトhttp://www.fulanowa.com

