
魂の秘密
日時/　２０１７年１１月２５日（土）２６日（日）

２５日 １００９号室　２６日 １３１０号室

錬金術とマジック

日時/　２０１７年１１月１８日（土）１９日（日）　
　　　　　　　　　　 両日とも１０：００～１８：００

古代文明と人間の起源

日時/　２０１７年１１月１６日（木）　１８：３０～２０：３０

会場/　ウインクあいち １００５号室

ミニ講演会

名古屋駅から東へ徒歩５分交

参加費/　４０，０００円 （事前振込 ３９,０００円）

参加費/　３,０００円

来日セミナー
2017年11月

会場/　石川県文教会館 ２０２号室

in 名古屋

in 金沢

参加費/　４０，０００円 （事前振込 ３９,０００円）

交 金沢駅より香林坊方面行バス「南町・尾山神社」下車徒歩2分。

両日とも１０：００～１８：００

魂の本質とは何ですか？  魂はどこから来たのでしょう

か？  どこに存在して、どのような構造になっているの

でしょうか？  ダマヌールの精神的哲学のコースである

「魂の秘密」は、宇宙と人間の謎を探ることを可能にす

る、ファルコ・ タラッサコ（オベルト・アイラウディ）に

よって伝達された秘教的知識を提供します。これらの

テーマを推敲して深く理解することで、あなた自身と人

生の幅広い認識に到達することができます。

イタリア政府公認スピリチュアルコミュニティーの連合体　ダマヌール
Ｕ

忘れてしまった
　 神様からの贈り物

日時/　２０１７年１１月２３日（木・祝）　１３：３０～１５：３０

会場/  三宮センタープラザ　西館６階８号室 

ミニ講演会

三宮駅から東へ徒歩５分交

参加費/　３,０００円

in 神戸

アンティロペ・ヴェルベナ
（Antilope Verbena）

ナチュラルセラピー・ホリスティック健康科学博士。ダ
マヌールのスピリチュアルヒーラー。20年以上に渡り、
ダマヌールのスピリチュアルヒーラーの学校の運営指
導に関わる。セルフ学の研究によって実現したセルフ
ィックなキャビンを使ったヒーリングやセルフィック
なペンデュラムの専門家であり、健康問題の解決に向
けた的確なアドバイスには定評がある。また、時に関
する研究者で、タイムトラベルやスペーストラベルの
実験を行っていた時期は、自ら信じがたい体験も持つ。

ナチュラルセラピー ・ ホリスティック健康科
学博士。 ダマヌールの創立メンバーの一人。 
スピリチュアルヒーラー。  また、 秘教的物理学・ 
ダウジング ・ インナーハーモニゼーション ・ セ
ルフ学的催眠療法 ・  アストラルトラベルのスペ
シャリスト、 古代エジプト哲学とミステリーの
研究者として国際的に活躍しています。その豊
かな研究体験と深い理解と幅広い知識にあふれ
た講演は常に多くの参加者を魅了してやみません。

フェニーチェ・フェルチェ
 （Fenice Felce）

～ 人間の偉大な可能性 ～

講師 講師

２日間セミナー

WEBサイト　http://www.damanhur.jp　　フェイスブック　https://www.facebook.com/damanhur.jp

in 名古屋

２日間セミナー

私たち人間が持っている現時点の感覚を通して確認でき

るのは現代科学で語られているとおり、宇宙全体の４％

に過ぎず、それ以外の９６％は認知することができませ

ん。私たちが現実だと信じているのは、現実の限られた

ほんの一部でしかないのです。この現実をより深く理解

し「光」をつけるためには、自分の中に備わっていなが

ら眠らせたままになっている能力、覚醒に必要な感覚、

繊細さ、直感を拡大することが必要です。この講演会で

は、ダマヌールのさまざまな実験を通じて確信した人間

の偉大な可能性についてお話しします。

錬金術とマジック。それは人類の覚醒のための道。

魂の進化、変容、そして人生のすべてに関わる知識

の道です。その道は実際にはどんなものなのでしょ

うか？　ダマヌールの研究と実践をもとに錬金術と

マジックの概要を説明します。

高い精神的進化を成し遂げていたとされる謎の文明、ア

トランティス。それは、単なる伝説なのでしょうか？

ダマヌールは、古代から受け継いだ秘教的知識やタイム

トラベルの実体験を含む長年の研究によって、アトラン

ティス大陸がかつて存在し、そこに高度な文明が繁栄し

ていたことを解明しました。特筆すべきは、アトランテ

ィスの叡智によって、地球のみならず、広大な宇宙や時

のテリトリーにも拡がる壮大な帝国を実現していたとい

う事実です。それはＳＦ小説を遥かに越えた人類の偉大

な歴史であり、同時に地球の未来を示唆しています。ダ

マヌール独自の研究によって明らかになった驚きの事実

を美しいスライド映像を交えながらお伝えします。

“アトランティスと
　　　それ以前の文明と人間の歴史”

講師/　フェニーチェ・フェルチェ

講師/　フェニーチェ・フェルチェ

講師/　フェニーチェ・フェルチェ

講師/　フェニーチェ・フェルチェ

名古屋駅から東へ徒歩５分交
会場/　ウインクあいち



　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

【振込先】   
ゆうちょ銀行から振込む場合：14390-27142721　ダマヌールニホン
その他の銀行から振込む場合： 店名 ヨンサンハチ　店番438
                                        　普通2714272　ダマヌールニホン

ご住所：

ＦＡＸ：

お申込み後、参加費をお振込みください。
参加費の入金をもって申込手続きの完了となります。
セミナー当日、振込用紙または振込明細書等をご持参ください。

参加申込書＊ご記入いただいた個人情報はセミナー案内等、
    ダマヌールの情報提供以外の目的には使用いたしません。

Ｅメール：

電話：

ふりがな

お名前：

合計金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

ミニ講演会： 錬金術とマジック 11/16 名古屋 3,000円

ミニ講演会： 神様からの贈り物　11/23 神戸 3,000円

２日間セミナー： 古代文明と人間の起源 11/18,19 金沢 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　      

２日間セミナー： 魂の秘密 11/25,26 名古屋 40,000円（事前振込 39,000円）

望むことを学ぶ：2018年2/24,25 京都

□
□
□

交

日時/　２０１８年２月２４日（土）２５日（日）

　　　　 両日とも　１０：００～１８：００

参加費/　４４,０００円 （２月２日までにお振込の場合 ４３,０００円）

人間に本来備わっているいくつかの内面的な感覚の一つに「望みの

感覚」というものがあります。物質偏重の現代では、精神性と繋が

った内面の感覚についての知識が失われ、ほとんどそれらの感覚が

使えない状態に陥っています。とにかく一人ひとりが望みを持ちま

すが、自由放任的または抑圧的かという違いはあるにせよ、教育形

成過程での影響によって幼い頃からこの望みが何かしら制限され始

めることで、自分が望むような現実を引き寄せることが必ずしもで

きません。皮肉なことに、しばしば自分が恐れていることやとにか

く望まないことを引き寄せて、そういった中で生きることには優れ

ています。それは何故でしょう？　それはどのようなメカニズムな

のかあなたは知っていますか？　または自覚していないけれど、と

りわけ私たちの望みに肯定的、またはその反対の影響をもたらすの

はどのようなことでしょうか？　正しい方法で望みを持つことを学

ぶのは可能でしょうか？　出来事にシンクロニシティーの影響を作

用させるということを学ぶことはできるでしょうか？　このセミナ

ーは、理論と実技を織り交ぜながら体験も含めて進められます。自

分の本当の望みに着手し、強い本物の望みになるように、特にその

望みを実現する方法を学びます。このセミナーの内容は、ダマヌー

ルの創立者であるファルコ・タラッサコ(オベルト・アイラウディ)

が自ら発案してもたらしました。今では、その時の助手たちにより

セミナーが行われ、セルフ学の技術を用いて、現実に影響をもたら

す個人的な能力を高める活性化によるサポートが得られます。

望むことを学ぶ in 京都

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

 T/F  0798-23-9161  
 T/F  052-683-8233 

 Mail  damanhur-kobe@s5.dion.ne.jp
 Mail  jpjal@crux.ocn.ne.jp

■お問合せ・お申込み

過去生のリサーチ
日時/　２０１８年 １１月２４日（土）２５日（日） 

会場/  関西セミナーハウス 参加費/　６０,０００円

セルフィックなペンデュラムを用いた健康に関す

る個人リーディング。

一人1時間、通訳つき3５,000円。

来日セミナー 2018年

ダマヌールは、 北イタリアのアルプスの麓、トリノ郊外に位置する欧州最
大のスピリチュアルコミュニティーの連合体です。1975年、哲学者でヒー
ラーであるファルコ・タラッサコ（ オベルト・アイラウディ 1950 - 2013 )
の着想から生まれました。 彼の啓発的で実践的なヴィジョンは、互助・共有・ 
相互の思いやり・環境への敬意に基づく豊かなリアリティーを創造し、
2005年9月、国連の「グローバルな人間の共同社会フォーラム2005賞」
を受賞。持続可能な社会モデルとして認められました。 独自の憲法や補完
通貨をもち、世界中の社会科学 ・ 芸術 ・ 精神性 ・環境の持続可能性の分
野の学者や研究者の関心を集め、何千人もの訪問者を受け入れています。 

● 個人ヒーリング - プラノテラピー

ご希望の方は、セミナー会場でフェニーチェの個人セッションを
受けられます。ヒーリング希望者が３名以上の場合、よりパワフ
ルなグループヒーリングになります。詳細はお問合わせください。

プラノテラピーは古代からある療法で、ダマヌールの自然医学の中でも基本と
なる安全でパワフルなヒーリングです。 起源的な生命のエネルギー「プラーナ」 
を使い、 オーラを介してヒーラーからプラーナが中継され、 肉体、エネルギー
の体（オーラ）、魂のすべてに良い影響をもたらし、特にバランスの崩れている
部分に集中してエネルギーが流れ、全体の調和を取り戻します。  
● 個人リーディング
マジックな準備がなされた特別なタロットカードや石などを用い、ダマヌール
で培った感覚の拡大のテクニックを駆使してシンクロニシティーにアクセスし
ます。あなたの質問に対して、フェニーチェがあなたの中にある完壁な答を引
き出していきます。このセッションは精神的な進化のための道であリ、一人ひ
とりの人生をより良い方向へ加速させるためのヒントが溢れています。

フェニーチェの個人セッション
in 京都

予告
日時/　２０１８年５月１２日（土）１３日（日） 会場/ 関西セミナーハウス（宿泊可・料金別） 参加費/　４０,０００円（事前振込 ３９,０００円）

２日間セミナー

アストラルトラベル ２日間セミナーin 京都

会場/  関西セミナーハウス （宿泊可・料金別）

講師/　アンティロペ・ヴェルベナ

＜第一次＞ 2月2日（金）＜最終＞ 2月16日（金）締切

人気の
  セミナー
お申込みは
お早めに！

アンティロペの個人リーディング

叡山電鉄「修学院駅」下車徒歩15分　

または　地下鉄鳥丸線「北山駅」からタクシーで10分　

in 京都
日時/　２０１８年２月２３日（金）　会場/　京都市内

＊ 詳細はお問合わせください。

□
□ 44,000円（2/2までの振込 43,000円）

40,000円（事前振込 39,000円）


