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先住民族に学ぶ
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はじめに

真に自分たちの習性を変えたことを示す必要が
あります。逆に、もしネズミの群れのようになにも
かも破壊する行動を止めなかったら、地球は疫病
と化してしまっている人間を駆逐することを決定
する可能性が高いです。地球という知性ある命が、
我々との交渉のために時間を無駄にすることはし
ないでしょう』

今から10年前の2009年に、ダマヌールのスピリ
チュアルリーダーのファルコは、世界経済フォーラ
ムの元会長ローレンス・ブルーム氏との対話で次
のように語りました。
『我々の惑星の生態系は破壊に向かっていて、
引き返すことのできない臨界点は、すでに通過
している。今は、集合意識の再覚醒のみが変化
を起こす唯一の可能性です。それは、我々が真
に方向を変えることで、人間性を表すことができ
るからです。今日、我々の生き方を変えるための
良い意図を持った宣言がたくさんありますが、実
際には、大多数の人々は彼らの習性をなんら変
えてはいません。地球は、もうグローバルマーケ
ットを受け入れられません。この売買というメカニ
ズムは、今日の人間性を支配するものです。我
々は、地球の知性（それは擬人化してガイアと
呼ばれているものではなく）に対して我々人間が

そして、ファルコは地球の知性とコミュニケーショ
ンできるのは、地球の民族の文化の豊富さと多様性
を通してのみと指摘していたのです。

先住民族とは
地球にはさまざまな場所に住む先住民族が存在し、
個性豊かで多様な文化や生活習慣や思想が語られ
たり、絵本や書物で表されています。みなさんもアイ
ヌやイヌイット、ホピやマサイなどの先住民族の名前
はご存知だと思います。
国際連合広報センターによると、現在少なくとも
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森に住むヒーラーが6,500種類もの薬効成分を特
定していると言われます。
このように先住民族は在住する土地と密接な繋が
りを持ち、それは文化の形成過程で物質・精神の
両方に影響を及ぼし、交流や体験を通して何世代
にも渡り専門的知識を蓄積していることがあります。

5000の先住民族が存在し、住民の数は3億7000万
人を超え、五大陸の70カ国以上の国々に住んでい
ると言われています。それぞれの民族は言語・人種・
歴史・文化・生活様式などを共有し、同族の意識に
よって結ばれています。そして、少数であるために
在住する国の政策決定などから除外され、従属的
な立場におかれています。さらに、多数派の人々と
異なる文化、風習、言語やアイデンティティーを持
つために、強制的に多数派に同化させられ、搾取
され、差別や弾圧の対象にもなっていました。
2007年9月の「先住民族の権利に関する宣言」
では「先住民族は、自らの政治的地位を自由に決定
し、ならびにその経済的、社会的および文化的発展
を自由に追求する」と自己決定権が明記されました
が、この宣言には法的な拘束力はなく、国により実
現するための取り組みは一律ではありません。
また、国連は今年、2019年2月から1年間かけて
「国際先住民族言語年」プロジェクトを開始しました。
世界の約7,600の言語のうち、消滅の危機的状況
にある言語は2,680言語に及ぶと言われています。
日本では「極めて深刻」がアイヌ語、「重要な危険」
が与那国語、八重山語（注1）でユネスコによって消
滅寸前の言語と指定されています。話せる人が100
万人いれば100年間程度は安定的と言われ、その
計算から22世紀始めには現存する言語の半数が
消滅すると予測されています。
熱帯雨林の花からガンの治療薬が見つかったと
き、その花の名前は消滅寸前の言語だったそうで
す。ゴールドマン環境保護賞を受賞した民族植物
学者のポール・アラン・コックス氏は、ポリネシアの
薬草医は土地固有の病気について非常に多くの用
語を持ち、ヨーロッパから伝えられたものについて
は別の異なる用語をもっていることを発見しました。
この高度な知識は彼らだけに見られるものではない
そうです。絶滅危惧言語では、植物相と動物相に関
して、西洋科学で知られているより何百種類も多い
分類がされていることがよくあり、フィリピンのミンド
ロ島に住む焼畑農業をする部族、ハヌノオ族は土
の種類について40の表現をもち、東南アジアでは
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ダマヌールの精神的な民族
一方、ダマヌールでは創立10年の1986年に、精
神的な民族が誕生しました。精神的な民族の核に
なるダマヌールの在住市民は、全てが知識の道を
歩くメディテーションの学校の生徒であり、宇宙の
精神的なエコシステムとの直接的な繋がりを持ち
ます。そして、宇宙の全ての次元に存在する命の
形との共存や共同を実用的に実現することを前提
とする人生を生きるために、各自の精神的な進化
に日々取り組む人たちです。独自の知識、文化、テ
リトリー、歴史、伝説、芸術、言葉、民族につなが
る神々との共同、と言う「民族の実存」に関わる不
可欠な条件をこの時空に刻み、実態がある集合体
「民族」として新たに誕生したものです。
ダマヌールの宇宙の創造を研究する前提は、私
たちの宇宙は物質の中での体験を通じて、精神的
な進化という付加価値を生み出していくためのフィ
ールドとして創造されたものと捉えています。そし
て、私たち人類は、宇宙に存在する多種多様の命
の中で、現段階では宇宙の精神的な進化という結
果を出すための主要な代表となっているのです。
また、ダマヌールの人生哲学である、人間はそれ
ぞれの魂の中核に、宇宙全てを創った起源的な神
のかけらを宿した存在であることを基本とします。
起源的な神は鏡が割れたようにバラバラになり、か
けらとして私たちの中に入ったのですから、私たち
は外の神に依存することなく、自分の人生の主導者
となって内なる神に目覚め、その意識を覚醒させる
ことをめざします。私たち一人一人はこの宇宙で唯
一無二の存在であり、誰一人欠けてもバランスが変
わります。また、それぞれの人の違いは豊かさであ
り、違いを理解し自分の中に受け入れて複雑さを
増すことは、精神的進化を進める上で大切な要因
になります。
精神的な民族はエネルギー、才能、体験、共通の
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（注1）与那国語・八重山語は、国際機関には言語として
扱われ、日本では方言という扱いです。
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物が存在しています。これらは他の生物と直接的・
間接的に繋がり合い、壮大な命の循環を作りだして
いますが、その循環を担う多種を人類自らが絶滅に
追いやっている危機的状況が眼前にあります。それ
を今、転換しないと「疫病」と化している私たち人類
は、地球という大きな命の集合体の中で、起源的な
神のかけらを宿して精神的進化を果たす種としての
可能性を失うことになるのです。
また、ダマヌールで世界的に行っている「木々との
進化に向けて人類と共同する集合意識を活性化し
ていく」木の活性化オペレーションは、多くの知識を
宿している木々と人類がお互いの進化に向けて共
同関係を結んでいく作業で、これにも取り組む重要
性があります。
ダマヌールで言われている「ポジティブさ」は、99
%不可能と思うことでも、みんなの団結とやり遂げる
という信念と情熱で1%の可能性にかけることです。
ダマヌールはそのようにして不可能を可能に変える
現実を作ってきました。私たち人類の危機的状況に
際しても、転換できるとポジティブに考えて先住民
族に学び、あなたも生き方を変えてみませんか?

理想などを留める生きたコンテナとなり、この民族
に参加する全ての人々の進化を支えます。そして、
地球上のさまざまな民族が再び復興（ルネッサン
ス）を実現し、地球上で “イルミネーションに達す
る” 人間のグループを創出する、調和的で偉大な
人間だった頃の文明をもたらし、私たちが元々持
っている神のかけらの部分である精神的な知識や
才能を広める最初の種になるでしょう。
精神的民族は血縁や国境を超えて、その趣旨に
賛同する人なら誰でも参加することができます。ダ
マヌールと異なる場所に住んでいても、異なる環
境や経歴を持っていても問題はなく、各自の意志
によって精神的な繋がりが活性化されます。参加
を希望する方は、どうぞお知らせください。共に学
びながら自分の内面を変えて、私たち人類の課題
である精神的進化をめざしましょう。

永続可能な未来のために
ファルコは生前、人類は地球のことを、資源を搾
取する対象と捉えている。もはや科学技術では変
革をもたらせない。人類の未来への存続のために
役立つ行為は「マジックな行為でしかない」と一般
公開された場で語ったことがありました。このマジ
ックな行為というのは何でしょうか?
それは単に魔法ということではなく、ダマヌール
では現代科学で説明できないことをマジックという
言葉で表現します。先住民族は少数であるために、
在住する国から迫害を受けた歴史を持っています
が、それでも守り続け、アイデンティティーに裏打
ちされた文化や言語や独自の生活様式があります。
そして、テリトリーに住む自然の精霊、さまざまな命
の存在たち、自分たちの民族の保護や繁栄のため
に繋がりを持った神々、これらの交流や共同を実
現してきました。また、それぞれに受け継がれた精
神的な知識や知識に基づいた儀式を脈々と継続
しています。
人類が集合意識の再覚醒に至る可能性は、精神
的民族と多様な先住民族同士の助け合うネットワ
ークが地球上に広がり、調和的な生き方や叡智を
分かち合い、マジックな儀式やオペレーションを尊
重することによりもたらされるものではないでしょう
か。先住民族たちの生きたエネルギーや蓄積され
た知識と独自の精神的付加価値は、欠かすことの
できない重要な鏡の再構成のピースとなることで
しょう。
先住民族に関心を持ち、彼らの権利を尊重して
保護することは、それぞれの民族の体験から生ま
れた価値観への尊厳を示し、人類全体にとって大
切なことです。
そして、私たちの宇宙は「多種多様」が特性です。
生物多様性で言えば、地球上には人、動物、植物、
大腸菌やさまざまなバクテリアなど、多様な命の生

ⒸAssociazione Templi dellʼUmanitá

ダマヌールの精神的な民族らしい行動とは
・自分自身や周囲の人やさまざまな出来事に関して
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。
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樹の意識の活性化
み よ さ わ

群馬県赤城三夜沢神社と古木の活性化

色とりどりの花々に
励まされ、ペンデュ
ラムだけで1700本
を達成することが
できました。このよ
うな奇跡が起こる
たび、私たちに癒
しと調和と守りを与
えてくれる植物た
ちに、畏敬の念を
抱かずにはいられ
ません。（U.H.）

ゴールデンウィーク最終日、赤城三夜沢神社へ
木の活性化に出かけました。活性化経験者の話で
は、木々からメッセージを受け取ったことや、悩み事
に対してのアドバイスを貰えると聞いていましたの
で、木々と対話をしながら行う優雅なイメージを抱
いていましたが、現実は竹藪をかき分けながら山の
中に入り、ヘビに怯えながらクモの巣と土にまみれ
汗だくの活性化でした。
活性化の最中は目標本数達成に向け、無我夢中
に動いていたので、木々の変化に気がつけません
でしたが、お昼の食堂へ向かう途中に参加メンバー
の撮った参道の松並木写真が光を放っていました。
太陽が出ている時なら何も感じない写真ですが、
その日は降水確率70%の曇り空。曇り空の中、光を
放つ木々の写真や、まるで花の精霊が姿を表した
かのように光を放つ草花の写真を見ると、木々や精
霊から何かメッセージを送られているのだろうと感じ
ました。
特にこれと言ったメッセージを受け取ったり感じ
取ることはできませんでしたが、翌日は自宅付近の
木々達がキラキラと輝やいて見え、ありがとうとお礼
を言われているような、私も活性化をしてとラブコー
ルを受けているような不思議な感覚でした。（K.Y.）

薄根の大桑

樹齢1500年

今回は群馬県内に点在する数々の古木を中心に
活性化をしました。見た目だけでは樹齢は図りきれ
ませんが、圧倒的な存在感を目にした時の一瞬が
頭から離れません。木の方から感動が返って来たり
もします。その時は心が温かくなりお互いに称え合
いました。本当にとんでもない事です。
一度、目に止まった木は活性化せずにはいられ
なく、体が勝手に向かっています。純粋にひたすら
やり切りたいという思いがありました。そして仲間一
人一人の汗と笑顔が最高のエネルギーです。次回
も頑張ります。（M.S.）

木へのプラノテラピー

赤城神社

4月上旬に木の活性化に行きました。昨年の台風
で傷んだ桜、切り倒された幹も多く、プラノテラピー
を行いました。すると、台風のときに目の前の木津
川の水位が高くなって、流れが早い映像が見えた
ように感じました。とても怖かったという感情と、必
死にみんなで堪えたけれど風であおられて折れて
しまったと伝わり、このような姿になったけれど、根
っこで河川敷を守っているという思いも伝わってき
ました。昨年は世界中で樹々たちが苦しく、大変な
体験だったことを改めて教わりました。（J.M.）

樹齢300年

赤城神社の境内は、樹齢が1000年以上の古木
と、300年以上の樹々が密集した特別な空間で、自
然の優しさと神々しさを感じる素晴らしい場所でし
た。４人中、３人にとって初めての活性化でしたが、
セルフィックペインティングとのつながりや祈り、水
のオファーなど、一つ一つをきちんとこなして、一
生懸命活性化しました。
普段運動不足の私ですが、木の活性化の時は筋
肉痛にもならず、逆にとても元気になります。そして
共に行動することで、仲間の新しい一面を発見する
ことができます。
これまで見たことがないような巨木とのコンタクトや

荘 田 神 社 の 大イチョウ
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プラノテラピー体験記
プラノテラピーを続けて

を整え、エネルギーに満たされて前向きに生きること
ができるようになると、聞きました。そのことが実際に
真実であると感じるこの頃です。いくつかのエネルギ
ー療法をかじってきた私ですが、プラノテラピーは別
格であるような気がしています。（R.H.)

2017年9月より今日までの1年9か月間、クリニッ
ク内の研修室で「セラピークラブ」を月に2回開催
し、プラノテラピーのヒーラーのお二方に交互に来
ていただいています。2時間程度の間に希望者数
人にですが、皆さまとても気持ちが良いと言われ
ます。お顔色や表情がとても良くなります。癒しが
深く、リラックスし、眠ることさえあります。心も温か
く落ち着きます。繊細な感性の方はより多様な変
化に気づかれます。客観的に明らかな良い変化
を、見ていて感じます。
この「セラピークラブ」では、いつも素敵なシンク
ロニシティーがいっぱい生まれています。必要必
然な情報交換や出会いが、ティータイムを楽しみ
ながら自然に現れています。
当初から今に至るまでのプラノテラピーの常連3
人（含私）について言いますと、よりポジティブな、
その人らしい、主体的な生き方になっている！と、
感じます。より健康で明るい心持ちで人生が展開
しています。（こうした変化を感じる感性は必要で
す。）
プラノテラピーは、肉体・マインド・魂という人間の
存在全体に同時に働きかけ、必要な部分に繊細な
賢さを持つプラーナのエネルギーが流れてバランス

＊この体験記の内容は個人的な感想であり、ヒーリングの結果
を保証するものではありません。

ダマヌールのヒーリング

プラノテラピーはダマヌ
ールの自然医学の中で
プラノテラピー
も基礎となる安全でパワ
フルなヒーリングです。
オーラ、肉体、魂の全てに良い影響を及ぼし、特にバ
ランスの崩れている部分に集中して流れ、全体のバラ
ンスを取り戻します。体も心も美しく健康でいたい、
スピリチュアルな成長がしたい、夢を実現させたい方
にプラノテラピーをお勧めします。

プラノテラピーは、神戸センターとイピアルの他、各地
で受けられます。「体験会」も各地で開催しています。
詳細は下記までお問合わせください。

●プラノテラピーに関するお問合せ先
ダマヌール日本神戸センター

０７９８-２３-９１６１
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

0５２-６８３-８２３３
jpjal@crux.ocn.ne.jp

あなたの豊かな人生のために 「夢の道Ⅰ」セミナーへのお誘い
あなたは、夜眠っているときに夢を見ますか？私
たちが眠っているときに見る夢は、人間の一つの能
力ということをご存知でしょうか。小さい頃はよく夢
を見たけれど、大人になってからは夢をあまり見な
くなったという人もいるかもしれません。でも、誰で
も夢を見ていても覚えていないだけなのです。
私たちが眠っているときに見る夢はとても重要で、
人生をガイドし精神的進化を導きます。先人たちは
このことをよく知っており、夢でいろいろなことを占っ
たり、夢で見たことを実用的に使ったりしていました。

私たちも初夢に1年の吉凶を占ったこともあるのでは
ないでしょうか。
夢は大きな可能性を秘めていますが、一般には
認識されていません。夢の中では、あなたは空を飛
ぶことも、望む場所に行くことも、願いを叶えること
もできます。それが、病気の治癒だったり、将来の
なりたい自分の姿であっても、実現した事例はたく
さん存在するのです。
私たちの友人で、子どもの時に何回も繰り返してみ
た夢が、実は過去のアトランティスの記憶だったと分
かりました。また、他の友人は、夢で木から会いに来
て欲しいと誘われて旅をしたら夢に出てきた木と出
会ったのでした。目覚めて活動している次元の現実
と、夢の次元の密接に関係していることが、確認され
ています。
人類にもたらされた、夢をみるという能力を眠らせ
たままにしておくのは惜しいと思いませんか？ 夢の
能力を開発し、使いこなしてみませんか。
2019年7月20日・21日（土日）、ウインクあいちでお
待ちしています。お申込みは7頁を参照してください。
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セミナー体験記
「内面の答えを見つける」を受講して

「パーソナリティーのコース」を受講して

別々の病院に入院した父と母を抱え、幼い子ども
２人と、旦那は単身赴任という状況で介護に行き詰
っているときに、ちょうどこのセミナーがあり、初めて
アンティロペさんのセミナーに参加しました。
セミナー中にもさまざまな気づきがあったのです
が、セミナー終了後、自分でワークを続けていた時
に、母や父の治療方針や退院後の生活について、
自分の中で質問を明確にすると、次々とシンクロや
新たな解決策が示され、その質問に対するレスポ
ンスの速さに驚きました。前日に、ペンデュラムで
質問したことが、次の日には具体的な解決策が起
きてくることも度々ありました。
そして、母は５年に遡って医療費の還付を受けら
れる事実を知ったのですが、病院のソーシャルワー
カーがたまたま３０年ぶりに会った中学の同級生で、
関係各所に掛け合ってくれて、不思議なシンクロが
起こり無事に医療費の還付を受けることができまし
た。これは、ペンデュラムにセミテンポラーレ（時の
種）の技術が封入されていることを垣間見た出来事
でした。
母は３月13日に退院しショートステイを利用して、
その間に孫たちと一緒に過ごすことができました。
しかし、15日に再入院して19日に亡くなりました。
ペンデュラムの助けを借りながら、一つ一つの問題
に真摯に向き合って、その時その時出来る最善の
選択をしたお陰で、介護をやりきったというすがす
がしさがありました。日常の中に母の不在を感じる
たびに寂しい気分にはなりますが。
次は自分のやりたいことについて、自分の中に
明確な質問がないままワークを続けてみましたが、
はっきりとした方向性が見えてこず、今は一旦ワー
クはお休みしています。やはり自分の中の質問が
ふらふらしてるときは、明確な道筋が見えてこない
のかなと感じています。（Y.K）

初めてダマヌールのセミナーに参加したのは３年
前。「もう死んでしまうかもしれない。自分の体感は
腐ったリンゴ。」でも、「何とかしなければ」という生
への思いがあり、いろいろなセミナーに参加したり、
マクロビデトックスをやったりして体調を整えている
時だった。ダマヌールに出会ってから、根本的な人
間の姿のイメージが変わった。そのお陰で、自分の
生き方が変わり、自分の魂が求めている事が発見
できた。
パーソナリティーのセミナーは、自分に中のいろ
いろな特性を引き出すための仕掛けが面白い。自
分のパーソナリティーを見ていくと、いろいろなタイ
プの人格が自分の中にいることに気づく。ゲシュタ
ルト心理療法を過去に学んだことがあったので、３
～４のパーソナリティーは自覚していた。しかし、２
度のセミナーへの参加で、自分が気がついていな
いパーソナリティーが何人も居ることを知った。自分
のパーソナリティーが調和してくると、宇宙の中の
すべてが自分と分かるようになるそうだ。
1回目のパーソナリティーのセミナーでは、地味な
黒のスーツで参加したのを今も覚えている。今回は
鬱のパーソナリティーは影を潜め、外交的な自分を
発見した。今後の人生の助けになる新たなパーソ
ナリティーを見つけ勇気づけられた。新しい変化に
自分の細胞一つひとつが喜んでいるのが分かる。
発見したパーソナリティー達は、現在形成中のパ
ーソナリティーの応援団となっている。これまで、自
分は価値が無い。できることは平凡。傷つくを恐れ
て殻が厚く孤独。そんな暮らしであったが、自分の
中のパーソナリティーを知るにつけ、人間や自分の
キャパシティの大きさを知るようになった。
ダマヌールの世界観は、狭い日本や地球、宇宙
すらを超えて、広大な世界観がベースにあり、そこ
からいろいろなセミナーに発展しているのが面白
いと思った。（K.M）

来日セミナー講師紹介
アンティロペ・ヴェルベナ

フェニーチェ・フェルチェ

（Antilope Verbena）

（Fenice Felce）
ナチュラルセラピー ・ ホリスティック
健康科学博士。ダマヌール創立メン
バーの一人。スピリチュアルヒーラー。
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。

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
があります。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。
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来日セミナースケジュール ２０１９年７月以降
201９年7月～9月のミニ講演会

2019年7月～9月のセミナー

★ 【古代エジプトのミステリー】

★ 【夢の道Ⅰ】

ｉｎ 名古屋 ミニ講演会
講 師： フェニーチェ・フェルチェ
開催日： ７月１１日（土）
時 間： １８：３０～２０：３０
場 所： ウインクあいち １１０８号室
交

ｉｎ 名古屋 ２日間セミナー

講 師： フェニーチェ・フェルチェ
開催日： ７月２０日（土）２１日（日）
時 間： 両日とも １０：００～１８：００
場 所： ウインクあいち ２０日１１０９号室

２１日１３０８号室
「名古屋駅」より徒歩５分
参加費： ４０,０００円 （事前振込 ３９,０００円）
交

「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Ⅲレベル】

201９年9月ワンデイセミナー

ｉｎ 京都 ２日間セミナー

★ 【植物の叡智

講 師： フェニーチェ・フェルチェ レベルⅠとⅡ
開催日： ９月２８日（土）２９日（日） 修了者対象
時 間： 両日とも １０：００～１８：００
場 所： 関西セミナーハウス（修学院きらら山荘）
参加費： ４０,０００円（事前振込３９,０００円）

～宇宙における植物の重要な役割と人類との絆～】

ｉｎ 神戸 ワンデイセミナー
講 師： フェニーチェ・フェルチェ
開催日： ９月１４日（土）
時 間： １０：００～１８：００
場 所： 神戸市内
参加費： ２０,０００円

＊ 関西セミナーハウスにて宿泊可。料金別途

2019年10月以降のセミナー

★ 【ペンシエーロ ラテラーレ】

2019年11.12月のセミナー

ｉｎ 名古屋 ２日間セミナー

★ 【宇宙の惑星の文明
～さまざまな惑星にさまざまなエイリアンの文明が
発達している事実を信じますか？】

講 師： フェニーチェ・フェルチェ
開催日： １０月１２日（土）１３日（日）
時 間： 両日とも １０：００～１８：００
場 所： ウインクあいち 1208号室
参加費： ４０，０００円（事前振込 ３９，０００円）

ｉｎ 東京 ワンデイセミナー
講 師： フェニーチェ・フェルチェ
開催日時： １１月17日（日） １０：００～１８：００
場所：東京都内

★ 【過去生リサーチ】

★ 【セミテンポラーレⅠレベル】

ｉｎ 京都 １泊２日のセミナー

ｉｎ 名古屋 ２日間セミナー

講 師： フェニーチェ・フェルチェ
開催日： １１月９日（土）１０日（日） 申込締切
９月１日
時 間： ９日１０：００ 開始
１０日１８：００ 終了予定
場 所： 関西セミナーハウス（修学院きらら山荘）
参加費： ６０,０００円

過去の記億を書き換え、時間のタネによって、
現在の人生と未来を変容させる
ダマヌール独自のマジックなテクノロジーです。
講 師： アンティロペ・ヴェルベナ
開催日： １２月７日（土）８日（日）
時 間： １０：００～１８：００
＊アンティロペの
個人セッションも
場 所： ウインクあいち

＊ダマヌールでの事前調査費を含む
＊関西セミナーハウスにて宿泊。料金別途

予定しています。

《関西セミナーハウス交通案内》
叡山電鉄「修学院駅」下車徒歩15分
または、地下鉄烏丸線「北山駅」からタクシーで10分。

フェニーチェ・フェルチェ 個人セッション
各セミナー会場では、フェニーチェの個人セッションを受け
ることができます。ヒーリングは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。リーディングは、一人
1時間 通訳付。いずれも要予約。詳細はお問合せください。

● お問合せ・お申込み先
ダマヌール日本神戸センター

ダマヌール日本は、世界中にあるダマヌールの
センターの一つとして、持続可能な社会を実現
するための情報、より良く生きるための精神的な
知識やヒーリングを日本にもたらすために1999
年より活動しています。

０７９８-２３-９１６１
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

0５２-６８３-８２３３
jpjal@crux.ocn.ne.jp

来日セミナー・ 現地体験セミナー等の開催 / メール
マガジン・ニュースレターの発行 / ダマヌール関連
書籍やCDの紹介 / クラシックセルフの紹介 /
ダマヌールのヒーリング / 樹の意識の活性化 / ダマ
ヌールを知る会 ・ セルフィックペインティングを
観る会等の開催

HP : www.damanhur.jp
FB : https://www.facebook.com/damanhur.jp
メールマガジン毎週配信中！お申込みはHPから
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ダマヌールのコミック 「記憶のトランク」 より （8）
①

シンクロニックラインの調査は続きます。そして・・・

②

マチュピチュ、
ペルー

しかしマジックな場所は家にずっと近いところにもあるのです…バルディッ
セロ カナヴェーゼ、
プラマルツォの集落、
ダマヌールの何年も前のこと。

ストッ… ストッ
ここに来られて本当に
うれしいよ。なんと
マジックな場所なんだ！

イタリアに残っている
人たちと一緒に夏至の
儀式ができなかったこと
だけは残念だな。

ストッ！
！

この土地から何か
いいものがいつか
出てくるだろうか？

ふぅ、寝るとしよう。

心配しないで、
いずれにしても私たち
はつながっている…

そのとおり：イタリアにいる人
が夏至を祝っていたときに…

…ペルーでは、オベルト、エウジェーニオ、
アン
ジェラと他の人たちが冬至を祝っていました。

目覚めなさい、目覚めな
さい、私といらっしゃい…

あなたに見せたいものがあります。

④

③

この地域で、
シンクロニック
ライン上のふさわしい場所を
探す時が来た。
ちょっとした
考えがあるんだが…

言って、
実行しました
（やはり、
いつもどおり）
。
しかし、なんて奇妙な場所
なんだ！ あの丘がどんなふ
うに光っているか見てごらん。

この谷は鉱物が豊富だっ
てことは知ってるよ。きら
めいているあれは雲母に
ちがいない。
来ましたよ！

今だったか！ どれだけ
時間がかかったんだ！何年も
あんたたちを待っていたよ…

到着したよ！すばらしいだろ！？

まあ、本当に…

この土地は特別です。
全部買いなさい。いつかここに
誰かがやって来て新しい文明を
築くでしょう。

ここにはすごく重要なシンクロニックラ
インの結び目がある。実に4本もが
出会っているんだ。

彼は叫びました：
「（以下省略）昨夜はなん
て夢を見ちまったんだ！」

本当に？ この場所で？

MAI PI MANGE SIULA
E FASO !
＊ピエモンテ語

BOJA FAUST CHE SOGN CA
LʼHAI FAIT STA NOUCH !!!
＊ピエモンテ語

そのとおり！ 新しい
文化、
新しい文明の
ゆりかごになる街を
ここでつくろう。

彼は付け加えました：
「玉ねぎとインゲン豆は
もう食べちゃだめだな。」

次号、そしてダマヌールの建設が始まります・・・
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