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私は、ポポロです！

Ｐｏｐｏｌｏ ｄｉ Ｄａｍａｎｈｕｒ （ダマヌールの精神的民族）へのお誘い
地球が存続し持続可能な未来があるとすれば、今
までのような国家による社会ではなく、コミュニティー
に基づく社会と言われています。今までの国家という
政治的共同体では、人間が主役になれず一人一人
の存在価値も生まれず、まるで出口がない部屋に閉
じ込められているかのようです。そして、政治的にも
経済的にも明るい未来を描くことが難しい状況です。
私たちは何を求め、どう行動したら持続可能で豊か
な精神性を持ちながら、誰もが幸せで夢を実現できる
社会を創ることができるのでしょうか?
実は、その一つの答えがダマヌールです。ダマヌ
ールの哲学では、一人一人の中に神聖な創造主の
部分を宿しています。そして、全員が異なる色を持っ
て今の宇宙を形成しており、私たちは誰一人欠けて
もバランスが変わるという貴重で不可欠な存在なの
です。

1986年にダマヌールで創った精神的な民族（ポポ
ロ）は、ダマヌールの考え方に共鳴し共に進化した
いと願う人を迎え入れています。この民族は、個々
の違いを賞賛することに基づき、継続的な探求と愛、
肯定的な考えが基本となっています。そして、様々な
活動や実践が認められダマヌールは調和的で持続
可能な社会モデルとして2005年には国連から表彰
されました。
あなたがダマヌールの基本的な考え方を知り賛同
できたら、どうぞダマヌールの精神的な民族に参加し
てください。一人一人は小さくても、大きな夢を共有
し、人類の進化に貢献する目的を持ったポポロは、
持続可能な未来への扉を開くことになるでしょう。
ここでは、詳しくダマヌールの精神的民族について
みていきましょう。
※「popolo」とはイタリア語で「民族」という意味です。
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民族 と は
民族とは

また、グローバル化の弊害として世界の共通語とし
て英語が多くの国で採用され、母国語の価値観が薄
れています。それぞれの民族の言語には、文化や
伝統から派生した考え方や価値観が影響している
ので、その民族の言語が失われていくのは、同時に
その文化や伝統も失うことになります。
この宇宙や地球の特徴ともいえる本来の豊かさは、
多種多様な違いなのですから、地球上から多くの種が
絶滅し、少数民族の数も激減していることは豊かさ
を失うことであり、多いに危惧すべきことだと思います。

あなたは、国家とは、民族とは何だと思われますか?
ある辞書によると 『国家とは、一定の領土とそこに居
住する人々からなり、統治組織を持つ政治的共同体』
と書かれています。つまり、ある権力や政治的組織と
いった制度によって治められている領土とそこに住む
人々を指します。
一方、『民族とは、言語・人種・文化・歴史的運命を
共有し、同族意識によって結ばれた人々の集団』と
あります。共通の言語、文化、歴史、理念や価値観を
共有し、意識的な結びつきを持った人間のグループ
を指すわけです。
民族も、その人たちが生きる場所としてテリトリーが
ありますが、民族が存在するためには、その民族特有
の言語、文化、芸術、歴史に加え、神話や伝説が不
可欠になります。
では、神話や伝説がなぜ必要なのでしょうか? 人
類の歴史を振り返れば、人間は生きるために少人数
の部族から成り立ち、戦いや災害や病気から部族を
守るために、部族を見守り、繁栄を加護する神々と
の交流や共同が行なわれてきました。そして、その知
識と様々な精神的な行動（儀式など）も部族の中で
受け継がれてきたのです。そのような中で自然と神
話や伝説が生まれ語られるようになりました。
これは単なる宗教や信仰という見方ではありません。
神々との交流や共同を行なうための原理を理解し、
その知識に基づいて行動することで、物質の世界で
日々の体験を通して、一人一人の人間が精神的な
進化を遂げ、民族の繁栄に貢献していたのです。
このように、民族は人間が主役になり得るものです。

ダマヌールでは
一方、ダマヌールでは、豊かさは一人一人の違い
であり、異なる考え方や特徴を学ぶという姿勢が大
切だと考えています。違いを理解し自分の中に受け
入れ複雑さを増すことによって、私たちは精神的に
もより高いレベルにあがることができるのです。
ダマヌールの精神的民族は共通の夢や希望の実
現のためにダマヌールというコミュニティーで暮らす
人たちが主な構成員です。コミュニティー内ではお互
いが、感じたことなどを常に自分から言葉で表現し、
意志疎通ができる関係を築いています。意見の食い
違いから口論になることはあっても、ぶつかり合いを
通して仲間と切磋琢磨することにより、自分のエゴを
削ぎ落としていくのです。ですから、同じ共通の夢に
向かって行動する仲間であれば、異なる意見の人で
あっても理解が生まれ共に進むことができます。一人
一人の原動力は日々温度差もありますから、グルー
プで取り組むことが前進への大きな力になっています。

精神的な民族
（Ｐｏｐｏｌｏ ｄｉ Ｄａｍａｎｈｕｒ）の誕生
ダマヌール創立10周年にあたる1986年にダマヌー
ルの人たちは、ダマヌールの民族を誕生させました。
この民族は、75,000年以上前から地球上で受け継
がれて来た秘教的な知識を受け継ぎ、人生哲学を
学びながら行動することで精神的な進化をめざし、
多種多様な生命が調和的に共存できる世界の実現
をめざす集団です。
この民族は、肉体を形成する共通の遺伝子による
人種ではなく、ダマヌールの哲学である、各自の中
に宿っている「人間という神」の意識を覚醒させる新
たな人種をアイデンティティーとします。
国籍や人種を越えて共通の理念を持って進化をめ
ざすという価値観を共有する個人であれば、その人
の意志に基づいて民族に加わることができるのが特
徴です。
このチャンスは、世界中の精神的な探究者たち、
ダマヌールの精神的な目的に賛同する人たちや人
類の覚醒に向けた光のポイントになりたいと願う人
たちに常に開かれています。

失われる豊かさ
現在を分析してみると、“お金”によって、大国の政
治家たちが右往左往しながら、大衆の生活の方向
性が決定されています。
精神性は愛国心という名の下に利用されてきた結
果、教育現場で触れることがタブーとなり、ある意味
個人的な宗教や信仰にお任せという傾向です。
また、グローバル化という名の下に、経済活動やも
のの考え方などを一体化して世界的規模に広げる
ことが良いことだという風潮があります。
２
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また、ダマヌール民族の文化や芸術がより明確に
表されているのは、人類の神殿です。神殿の特徴は
神殿内にある絵画や彫刻やデザインの一つ一つに
は全て意味があり、芸術で表現された大きな図書館
ともいえるものです。また、ダマヌールの独特の言語
は、知識の原理が詰まっている起源的言語の「聖
なる言語」です。
このようにダマヌールの民族として認められるのに
必要な文化、芸術や言語、そして伝説を生み出し
てきた歴史も時空に刻んできています。

ダマヌールの精神的民族らしい行動とは
・自分自身や周囲の人や様々な出来事に関して
も常にポジティブな考えを送りましょう。
・この民族に参加する色々な人たちのことを自
分の兄弟のように考えます。
・一人一人の違いをより活かすために、違いを
尊重し、信頼して一つになる、団結に基づく
関係を維持します。
・自分以外の人や自然や色々な生き物がそれぞ
れ持っている精神的なもの、その価値を大事
にします。
・自分の内面を探求しながら、変化し続けるこ
とを大事にします。
・一人一人が違ったところで、違ったやり方で
自分の精神性を探求するので、それぞれの違
いを大事にした価値を認めた関係を築いてい
きます。
・地球や自然を守るためのエコロジカルな探求
を大事にし、汚染や浪費や無駄を減らすよう
にします。
・この民族に参加するための基本的なアイディ
アや理想について、各自がそれぞれの場所で
話したり、活動してデモンストレーションし
ましょう。

ダマヌールの
精神的民族に参加するために
ダマヌールの精神的民族のお祭りへのお誘い

民族の理想に賛同し、参加したいとリクエストする
人は誰でも参加できます。ダマヌールに住んでい
なくても、異なる場所に住み、異なるバックグランド
を持った人でも問題はありません。ダマヌールの精
神的民族になりたい方は、お申し出ください。申請
用紙がありますので、ご記入の上、提出していただ
きます。
ダマヌールのインストラクター来日時なら、民族に
繫がるための特別なエネルギーで活性化したブレ
スレットを受け取ることができます。ブレスレットを
毎日一回、活性化するとダマヌールの民族に繫が
ることができ、ダマヌールの民族の一部になります。
その人が持っている、才能、性格、特性、知識、夢
や希望などが民族のサトルなコンテナに繋がり、共
通の方向に結集することができるのです。また、民
族は生きている組織のように成長し、進化しますの
で、個人的な成長を加速させることになります。
そして、この地球を大事にするとか、他の人との違
いや特性を尊重して調和的な関係をつくることを基
本に生きたら、それぞれの人が生きている場所に小
さな光がついているようになります。光がどんどん増
えたら、地球全体が光でいっぱいになるでしょう。
あなたの願いや夢がダマヌールに近いと感じられ
た方は、どうぞ声をおかけ下さい。ポポロになりませ
んか? 共に地球を光で満たしましょう。

一年に一回、ダマヌールの精神的民族の
日が8月にあります。ダマヌールでは市民と
その友人、知人、ダマヌール以外に住む精
神的民族の人たちが集まりみんなで祝い、
精神的民族としての自覚や絆を確認し合い
ます。日本でも精神的民族の交流を深めま
しょう!
精神的民族の方、精神的民族に興味のあ
る方、ダマヌールに興味のある方など、どうぞ
お気軽にご参加ください。楽しいプログラム
でお待ちしています。
日時/ ２０１６年８月２７日（土）
１３：３０～１７：００
会場/ 広瀬内科クリニック３階 ミモザ道場
岐阜県瑞穂市別府（JR穂積駅より南へ徒歩5分）

参加費/ ５００円
■お申込み
ダマヌール日本神戸センター
damanhur-kobe@s5.dion.ne.jp
ダマヌール日本支援ネットワークイピアル
jpjal@crux.ocn.ne.jp
３
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私 は ポ ポ ロ で す！ ポ ポ ロ に参加した のは・・・
初めてダマヌールを訪れたとき、ダマヌールの
哲学や活動に大きな共感を感じたのです。特
に「違いは豊かさ」と捉える考え方や「地球は
保護されるべき生き物」として、暮らしの中でエ
コロジー（自然環境保護運動）を実践している
ことは素晴らしいと思いました。そして、ポポロ
への参加を決めました。ポポロの一員となって、
地球全体で光のネットワークを広げる活動に参
加していると思うとワクワクします。

長い間、地域を良くしようとボランティアをして
きたが、街の中のハードの部分しか変わらなか
った。良い人でいることが人生の目的ではなく、
自分を変え続け精神的成長に取り組むことが、
ひいては人類への貢献になるのだと知った。こ
のような人が集まっているポポロはとても興味
深く、ポポロに繫がるのが楽しい。
とある本の1ページのたった１ヶ所に書かれて
あった『シンクロニックライン』という響きに、雷
に打たれたような瞬間を感じて知る事となった
ダマヌール。それからおよそ3年間、吸い込まれ
るかのように植物との会話、夢の次元からのメ
ッセージ、様々な星の宇宙人や宇宙船の話に
感動し、セミナーに没頭しながら、少しずつで
すが現代を生きる上での精神的変化を自覺し
ていく自分を感じ始めています。怠け者で、超
三日坊主で、平凡な労働者である34才の田舎
者は、イタリアまで足を運びダマヌールの神殿
内での素敵な体験を通して自分の人生という
ものの可能性を信じて、より真剣にさらに楽し
く発展させていくために、至らぬ所は承知の上
ですが、ポポロとして生きていく事を決め継続
しています。

ダマヌールの人々の根底にある思想や行動力
に共感し、自分も繫がりたいと思ったのがポポ
ロになった動機です。その生き方も自分が目指
したい方向でした。
毎朝ポポロに繫がるとエネルギーに満たされ勇
気がでる。一人ではないという充足感とポポロ
全体を感じる。見えないマジックな機能が働い
ているようだ。
一分間ダマヌールに思いを送り、ポポロの一員
として認めてもらう。毎日継続して馴れてしまい
気づかなかったが、ポポロのブレスレットの糸が
切れたとき初めて希薄感を感じた。自分にとっ
てポポロは大切なものだと再認識した。

セミナーを受講して
ご紹介する体験や感想は個人的なものです。
感じ方や表れ方には個人差があります。
どうぞ、あなただけの貴重な体験を味わってください。

夢の道Ⅰを受講して
人間は普通、一日の三分の一の時間を寝て過
ごす。寝ることは日々の疲れを取る休息時間
と思っていたが、違う視点から眠りの時間を学
んだ。起きて活動している時間も、寝て夢をみ
ている時間も同じように大切であることが分か
り、ダマヌールの伝承されて来た知識の深さを
感じた。同時に夢の感覚の大切さや訓練によっ
て夢の感覚が増していくこと、夢の世界を散策
できることなども学んだ。夢のコースを受講し訓
練を続けることで夢をより鮮明に覚えているこ
とができ、夢の解釈は自分自身をより理解す
るために役立つと思った。夢は人生の方向性
を示す場合もあり、とても興味深い。

インナーハーモニゼーションⅠを受講して
ダマヌールを訪問し人類の神殿を見学した後
で、日本でインナーハーモニゼーションⅠの
コースを受けました。身体で感じることに集中
していると、人類の神殿のエネルギーと同じ
だと感じ、またそれと同じものが自分自身の中
にもあると思いました。
実技を終えた人に「どうでしたか?」と聞いたと
ころ、満ち足りた表情で「感動〜!」と言ったの
を聞いて、私まで幸せな気持ちになりました。
そして、私の実技が終わると「あなたの過去が
見えた」と他の参加者に言われびっくり! 感動
しました。コースで初めて出会った人でしたが
このコースは他の人との繋がりや存在を強く
感じました。

受講生が見た夢をフェニーチェが分析すると
実は潜在意識からの的確で大切なメッセージ
を含んでいたことが分かり、とても興味深かっ
た。夢からたくさんのヒントやメッセージが発せ
られているのに、気づかないのは勿体無いと思
った。習った方法で夢の世界を探索できるよ
うになりたい。

インナーハーモニゼーションⅠの好きなところ
は、ぐちゃぐちゃになっていた自分の内面が
整理されることです。
４
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セミナー＆イベントスケジュール２０１６．９～１１
2016年9月・10月の来日セミナー
★【錬金術とマジック】

ｉｎ 神戸ミニ講演会

日 時： ９月２２日（木・祝）１３：３０～１５：３０
場 所： 神戸市勤労会館 ４０５号室
地下鉄、ＪＲ、阪急、阪神、ポートライナー
各線「三宮駅」より徒歩５分
参加費： ３,０００円

★ 【夢の道 Ⅰ】

ｉｎ 西宮２日間セミナー

日 時： ９月２４日（土）・２５日（日）１０：００～１８：００
場 所： 西宮市立勤労会館 第６会議室
ＪＲ「西宮駅」より徒歩７分
阪神「西宮駅」より徒歩１０分
参加費： ４０,０００円（事前振込３９,０００円）

★【古代エジプトのミステリー】
ｉｎ 名古屋ミニ講演会
日 時： １０月８日（土）１３：３０～１５：３０
場 所： ウインクあいち １６０１号室
「名古屋駅」より徒歩５分
参加費： ３,０００円

★【インナーハーモニゼーション Ⅰ】
ｉｎ 岐阜２日間セミナー
日 時： １０月9日（日）・１０日（月・祝）１０：００～１８：００
場 所： 広瀬内科クリニック ３階 ミモザ道場
ＪＲ「穂積駅」より南へ徒歩５分
参加費： ４０,０００円（事前振込３９,０００円）

★【ダマヌールの過去生のリサーチ】
ｉｎ 神戸２日間セミナー
日 時： １１月１２日（土）１０：００～１３日（日）１８：００
場 所： 兵庫県神戸市六甲山
参加費： ６０,０００円（ダマヌールでの事前調査費を
含む） 宿泊費食事代別途
申込期限： ９月末（事前調査のために、「出生地、生
年月日、出生時刻、１０年前くらいと現在
の写真2枚」が必要です）

ダマヌールの現地体験セミナー
１０月２８日（金）～１１月２日（水） ＊日本着 １１月３日
・日本各地から現地空港までは個人旅行になり、
集合・解散はイタリア トリノ空港。
・ダマヌールを多角的に体験していただくための
初訪問者向けプログラム。
・申込金５０,０００円。詳細はお問い合わせください。
・ヒーリング希望者はオプショナルで予約のこと。
プログラムは変更の可能性あり。
１０/２８
１０/２９
１０/３０
１０/３１
１１/１
１１/２

その他のイベント
★【ダマヌールを知る会＆
プラノテラピー体験会】 ｉｎ 吹田
日 時： ８月２０日（土） １４：００～１６：００
場 所： マクロビオティックＳalon PINO
阪急「豊津駅」より徒歩６～７分
参加費： お茶代実費。（プラノテラピーは別途３,０００円。）

★【ダマヌールを知る会＆プラノテラピー体
験会・セルフィックペインティングを観る会】
ｉｎ 横浜
日 時： ８月２１日（日）
１１：００～１３：００ ダマヌールを知る会
１４：００～１６：００ セルフィックペインティングを観る会
場 所： 銀太郎会館 ２階（外階段からお入りください）
ＪＲ「東神奈川駅」より徒歩８分
京急「神奈川新町駅」より徒歩３分
参加費： 知る会 ５００円。観る会または両方参加は１,５００円。
（ プラノテラピーは 別途 ３,０００円 ）
お問合わせ・お申込み： yokohama@damanhur-japan.org

★【セルフィックペインティングを観る会】
ｉｎ 名古屋
日 時： ９月３日（土） １５：００～１７：００
場 所： 統合医療クリニック徳
（名古屋商工会議所ビル１１階）
参加費： １,５００円。（プラノテラピーは別途３,０００円。ビュ
ーティーのプラノテラピーは別途４,５００円）

●上記セミナー・イベントに関するお問合わせ
ダマヌール日本神戸センター

ダマヌール日本支援ネットワーク イピアル

0５２-６８３-８２３３ jpjal@crux.ocn.ne.jp

０７９８-２３-９１６１ damanhur-kobe@s5.dion.ne.jp
ダマヌールのヒーリング “プラノテラピー” は、以下の
ところでも受けられます。
飯田市
ガロ（大洞） raven666.shizuka.o@gmail.com
清須市
ジベット（山田） tamatamami325@gmail.com
大阪府
corgi.dhjp@gmail.com
コーギー（前田）

トリノ空港集合。送迎車でダマヌールへ移動
ダマヌール見学。「人類の神殿」訪問の１日
植物の神殿（聖なる森）訪問とコミュニティー見学
人類の神殿の中での瞑想
ダマヌールの哲学を知る。「故人追悼の儀式」
午前、ダマヌール出発

＜編集後記＞ みなさんにお楽しみいただいていた
ダマヌールのコミック「時へのチエックメイト」が前回完
結しました。今回からはコミック「記憶のトランク」がスタ
ートします。子供の頃、ファルコのもとに届いたトランク、
アトランティスへのタイムトラベルなど初期の頃のダマ
ヌールを知ることができます。どうぞ、お楽しみください。

５
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ダマヌールのコミック 「記憶のトランク」 より （１）
コミュニティーの落成式から始まります・・・

②

①

バルディッセロ・カナヴェーゼ、1979年12月26日。

ええ！ それになんてたくさんの人！
こんなに短時間でやったなんて
ほとんど不可能に思えるわ・・・

おやまあ、
なんだか興奮するね！

まあ、でもねえ！
場所はすてきだけど・・・
でもまだやるべき仕事が
たくさんあるね・・・

ああ、あなたの言うとお
りだね。それじゃ私が彼
らの何にもっと衝撃を受
けたかわかるかい？

・・・あらゆる背景の人々、
専門家、労働者、若者、大人、
単身者に子供がいる人も・・・

それだけでなく・・・彼らが
どれほど実際的で精力的かに
も衝撃を受けたよ。自分たち
がやっていることを本当に信
じている・・・とんでもない
ことをやっているんだ！

今日はいよいよ
彼らの村の落成式だ・・・

そう、たしかにね！ でもこれまで
彼らがどれだけの仕事をしたか
わかってほしいな！ 時間があれば
いつもここに来ていたのよ・・・

ダマヌール！

彼らが扱うテーマかしら？
超心理学にマジックの研究・・・
それに他にも魅惑的で神秘的な
ことはなんでも・・・

・・・実用的な精神性に
基づく新しい世界を創ると
いう夢で結ばれた人々・・・

オベルト？
賭けてもいいわよ、
彼は常に最前線に
いるわ！

今日は、
創立者もいるのかな？

③

④
ようこそ！
こんな特別な日に私たちのと
ころに来てもらえて本当に
嬉しいです！

こういうわけで私はダマヌールが好きな
の！ 不可能に思える理想、すばらしい
夢！ ああ、20歳に戻ったようだわ！

私たちのプロジェクトは、若い人も
そうでない人も、すべての人に開い
ています・・・

ついに、私たちはトリノの
センターやイタリアの各地の
センターに加えて・・・

私たちのコミュニティーを
もちました。一緒に生活し、
夢を見て、研究することが
できる場所です。

・・・他の人と一緒に、他の人のた
めにやりたいと望むだけでいいんだ。

へっ、へっ、へぇーっ！

ダマヌールは光の都市という意味で、
人間のどんな才能もここから再び生
まれる。超能力から芸術の才能まで、
こういったすべてが・・・

・・・この場所に住む存在たちや、自然の精霊、
地球の精神的エコシステムと 調和して・・・

これは新しい世界を創るための実験
です！もちろんまだやるべきあらゆ
ることがあり不可能な夢のようです
が、でもどんな偉大な変化も、大き
な夢をもつ個人が集まった小さなグ
ループから始まるのです！

次号、オベルトのカンファレンスで・・・
６
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