Contact & Consciousness Online Retreat
with Lyssa Royal Holt

日本語への翻訳は以下のとおりです
(A Japanese translation is included below)

This Japanese contact retreat is online from Arizona, with overnight contact work in Japan!
In English with Japanese Translation
This event is organized for our students in Japan and is open to all participants from around the world.
USA Arizona Times:
Friday November 27, 6:00 to 9:00pm AZ Time
Saturday, November 28, 11:00am to 12:00pm AZ Time (Contact Meditation)
Saturday November 28, 6:00 to 9:00pm (AZ Time)
Japan Times:
Saturday November 28, 10:00am to 1:00pm
Sunday, November 29, 3:00am to 4:00am (Special Overnight Contact Work!)
Sunday, November 29, 10am to 1pm
Each summer in Japan, we offer the annual Contact and Consciousness Retreat near Mt. Fuji. Because of
the global pandemic, we are not able to travel to Japan, so we bring the retreat to you, no matter where
you are in the world! Our online summer contact “retreat” was a big success and many participants
asked for another chance to do this profound contact work.
During this retreat, Lyssa will channel her extraterrestrial contact team (including Sasha, Hamón, and
possible surprise guests), and explore contact from a whole new angle. Without being together
physically as a group, how can we create a unified field and experience contact? The ET contact team
will introduce some new protocols to heighten the contact energy. Each year there is a new lesson. In
2020, the lesson will be appropriate to the planetary energy at this time.
This online retreat will include channeled lectures, exercises, and guided contact meditations. By doing
this kind of work remotely as a group, we will create a network of energy around the Earth that tends to
heighten the contact energy. This is a first time we are doing this special event, so anything can happen!
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Because we cannot go outside under the stars as a group, the ET contact team proposed a fun and
experimental idea for those who participate from Japan and other parts of Asia. There will be a special
contact session between the hours of 3am to 4am Japan time. (This is 11am to 12pm Arizona time). This
3-4am window of time is when the veils are thinner. It is known to be perfect for contact and meditation
work. During this part of the workshop, Asian participants can remain in their beds to do the meditation
if they wish, or go out to a patio, balcony or park. The session will be 1 hour long, and participants are
encouraged to return to sleep after the contact work is finished so that contact may continue. The
retreat will conclude several hours later from 10:00am to 1:00pm Japan time.
(For USA times, please see above).
During these uncertain times on Earth, why not try something new, fun, and exciting? We hope you will
join us for this experimental Online Contact Retreat.
For information or registration, please contact Synchronicity Japan (SJ) at sjintl@voice-inc.co.jp.
Because this session is organized by a Japanese company, payment will be subject to Japanese prices
and will be handled through PayPal. Contact SJ for more information.
A Note about Our Work: Lyssa’s approach to contact research emphasizes that the participant evolve
beyond the polarized thought of “good guys” and “bad guys.” We are all ambassadors and therefore our
personal belief systems and judgments must not be a part of the contact process. In fact, for the contact
process to be successful and fulfilling, we must move beyond these limiting belief systems. For over 30
years, Lyssa has worked with the same group of extraterrestrials and interdimensional entities who have
guided her research and every group has been completely safe while doing this work. In this retreat,
there is no place for those with strong beliefs about "good guys" and "bad guys." Come prepared to
move beyond polarity and truly connect with many different life forms that make up our galactic family!
********
By Google:
この日本の連絡先リトリートは、アリゾナからオンラインで、日本で夜間連絡作業を行います
！
英語と日本語の翻訳
このイベントは、日本の学生のために開催され、世界中のすべての参加者が参加できます。
アメリカアリゾナタイムズ：
11月27日金曜日、午前6時〜午後9時
11月28日土曜日、午前11時〜午後12時（AZ時間）（瞑想に連絡）
11月28日土曜日、午後6時から午後9時（AZ時間）
ジャパンタイムズ：
11月28日土曜日、午前10時〜午後1時
11月29日（日）午前3時〜午前4時（夜間特別連絡業務）
11月29日日曜日、午前10時〜午後1時
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日本の毎年夏には、山の近くで毎年恒例の接触と意識のリトリートを提供しています。富士。
世界的な大流行のため、私たちは日本に旅行することができません。そのため、私たちはあな
たが世界のどこにいてもあなたに隠れ家をもたらします！私たちの夏のオンライン連絡先「リ
トリート」は大成功で、多くの参加者がこの深遠な連絡作業を行う機会をもう一度求めました
。
このリトリート中、リッサは彼女の地球外連絡チーム（サーシャ、ハモン、そして予想される
サプライズゲストを含む）を導き、まったく新しい角度から連絡を探ります。物理的にグルー
プとして一緒にならないで、どのようにして統一されたフィールドを作成し、コンタクトを体
験できますか？
ET連絡先チームは、連絡先のエネルギーを高めるためにいくつかの新しいプロトコルを導入し
ます。毎年新しいレッスンがあります。
2020年のレッスンは、現時点での惑星のエネルギーに適しています。
このオンラインリトリートには、チャネリングされた講義、演習、ガイド付き接触瞑想が含ま
れます。このような作業をリモートでグループとして行うことで、地球の周りにエネルギーの
ネットワークを作り、接触エネルギーを高めます。今回が初めてのスペシャルイベントなので
、何でも起こりえます！
私たちは星空の下でグループとして外に出ることができないので、ETコンタクトチームは日本
やアジアの他の地域から参加する人々のために楽しく実験的なアイデアを提案しました。日本
時間の午前3時から午前4時までの間に特別な連絡セッションがあります。
（これはアリゾナ時間の午前11時から午後12時です）。この3時から4時の時間枠は、ベールが
薄くなります。それは接触と瞑想の仕事に最適であることが知られています。ワークショップ
のこの部分では、アジアの参加者はベッドにとどまり、必要に応じて瞑想をしたり、パティオ
、バルコニー、公園に出かけることができます。セッションは1時間です。参加者は、連絡作業
が終了した後、連絡を続けることができるように、スリープ状態に戻ることをお勧めします。
リトリートは、日本時間の午前10時から午後1時まで数時間後に終了します。
（米国の時間については、上記を参照してください）。
地球上のこれらの不確かな時期に、新しい、楽しく、刺激的な何かを試してみませんか？この
実験的なオンラインコンタクトリトリートにぜひご参加ください。
情報または登録については、シンクロニシティジャパン（SJ）のsjintl@voiceinc.co.jpまでお問い合わせください。このセッションは日本企業が主催するため、支払いは日本
価格の対象となり、PayPalを通じて処理されます。詳細については、SJにお問い合わせください
。
私たちの仕事に関するメモ：リサのコンタクト調査へのアプローチは、参加者が「善良な人」
と「悪者」の二極化した思考を超えて進化することを強調しています。私たちはすべて大使で
あり、したがって私たちの個人的な信念システムと判断は、接触プロセスの一部であってはな
りません。実際、連絡プロセスが成功し、充実するためには、これらの制限された信念体系を
超えなければなりません。リッサは30年以上にわたり、彼女の研究を導いてきた同じ地球外生
物および次元間エンティティのグループと協力してきました。すべてのグループはこの仕事を
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している間、完全に安全でした。この隠れ家では、「善良な人」と「悪者」について強い信念
を持つ人々のための場所はありません。極性を超えて移動し、私たちの銀河系を構成するさま
ざまな生命体と本当につながる準備をしてください！
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