
（日本語訳は、裏面にあります。） 

 

       Cowabunga, dudes!   

 

   Thank you so much for joining us this year for our SonSurf Beach Bash Online Vacation Bible School  

   (VBS) 2020!  We look forward to having a blast together in the sun and surf this August. 

 

    VBS will run all Sundays in August (2nd, 9th, 16th, 23rd, & 30th) from 1-2 PM on Zoom.  During VBS, we’ll  

       play games, sing and dance, watch fun Bible story skits, learn how truth from the Bible impacts our lives, 

         construct and eat Bible-themed snacks, and create beach crafts. 

 

          On August 30th, we will have a short graduation ceremony after our usual activities.  More information 

        about the graduation ceremony will be released in the upcoming weeks. 

 

     Please be aware of the following items to make VBS run more smoothly for everyone: 

 

● Entering the Zoom Meeting: Children will be allowed in from the Zoom waiting room starting at  

12:50 PM.  From 12:50 - 1 PM, we’ll have a song and dance time. 

○ We will email you the Zoom meeting information the day before each VBS. 

○ Please change the Zoom display name to the child’s first name that you used for registration + last 

initial (e.g. “John D.” not “my iPhone” etc.), so we know who your child is. 

 

● Siblings: During VBS, we will break up into groups of kids ages 3-4, 5-8, and 9-11.  If your children  

will be split up into different groups, please either try to give each child a separate device or let us  

know at vbs.outreach.sdjcc@gmail.com that your kids can’t be split up, so we can accommodate. 

 

● Crafts: Crafts will be completed outside of the VBS Zoom time.  Please refer to the craft letter in the kit  

or the VBS 2020 FAQ website for more information. 

 

● Snack time: Please have your daily snack kit handy near the end of each day of VBS.  All the items 

needed to make the snack are in the kit (minus things like plates to eat off of). After the snack 

demonstration, we will break into small groups to make the snack, eat, and chat freely.  We would  

love it if you could join your child for Snack time and take this opportunity to connect with other  

parents in a similar stage of parenting as you. 

 

● VBS FAQ Website: If you have additional questions, sdjcc.net → Events → SonSurf Beach Bash VBS 

2020 FAQ.  

 

         We look forward to seeing you on August 2nd at 12:50 PM!  Hang ten and keep cool! 

 

       Sincerely, 

 

                Psalm Haseley 

                San Diego Japanese Christian Church VBS Director 

                SonSurf Beach Bash - Where Kids Learn That There is Only One Truth: Jesus! 

 

 

 

 

mailto:vbs.outreach.sdjcc@gmail.com


 (English version on opposite side) 

        カゥアバンガ ドューズ！（サーフィン用語でみんなスゴイ、バンザイ！） 

      皆さん、2020 年サンサーフ ビーチバッシュ オンライン バケーション バイブルスクール（VBS)にご登録頂き、 

   ありがとうございます。皆様と共に VBS サンサーフ バッシュが始まるのをを楽しみにしています。 

 

   VBS は、8 月の毎週日曜日（2 日、9 日、16 日、23 日、30 日）に、ズームで午後 1 時から午後 2 時迄行われ、 

     ゲ-ムをしたり、聖書の言葉を取り入れた歌やダンスを学んだり、楽しい聖書の物語のスキットを見て、聖書の 

         メッセージが私たちの生活とどのような関係があるのかを共に考えていきます。又、聖書をテーマにした 

          スナックを作って食べ、ビーチをテーマにしたクラフトを作ります。最終日の 8 月 30 日には、通常の活動の 

         後に、短い卒業式が行われるので、皆さんに終わりまでズームに残っていただければ幸いです。卒業式の 

       詳細については、追ってお知らせ致します。 

 

      以下は、VBS をよりスムーズに実行する為の項目ですので、よくお読み下さい。 

 

● ズーム入室：午後 1 時にプログラムを開始可能にする為、午後 12 時 50 分にズーム待合室から、入室を開始 

します。12:50-1:00 PM には、歌とダンスの時間があります。各 VBS の前日に Zoom のご案内メールを送信 

致します。入室を迅速にし、VBS 中にお子様が誰であるかを簡単に確認できるように、ズーム表示名を、 

登録に使用したお子様の名+苗字のイニシャル（例：「my iPhone」ではなく「John D.」）にして下さい。 

 

● 兄弟で参加の場合：VBS の期間中、ゲームや聖書の学びの時間の際、年齢別のグループ（3-4、5-8、 

9-11）に分かれることになります。ご兄弟で、違うグループになった場合、各子供に個別のデバイスを 

提供するか、vbs.outreach.sdjcc @ gmail.com に、お子様が、同グループ希望である事をお知らせください。 

 

● クラフト：クラフトは、ズーム時間外に行っていただきます。詳細については、お届けするクラフトバッグ 

内のクラフトレター、または VBS 2020 FAQ (VBS 詳細について）のウェブサイトをご参照下さい。 

 

● スナックタイム：毎回 VBS は、スナックタイムをもって終了します。予めその日分のスナックキットを 

御手元にご用意下さい。食べる際のお皿は、各自ご用意下さい。スナックの作り方の 

デモンストレーションの後、小グループに分かれ、みんなでスナックを作り、食べて、自由にチャット 

します。お子様は年齢で分けられるので、この機会に親御さん方も参加され、皆様と同じような育児段階に 

ある他の方々と繋がる事ができれば幸いです。 

 

● VBS２０２０ ウェブサイト：www.sdjcc.net→カレンダー→SonSurf Beach Bash VBS 2020 FAQ に 

VBS に関する詳細を載せたページを作成しましたのでご覧下さい。 

 

            8 月 2 日午後 12 時 50 分にお会いできるのを楽しみにしています！ 

                  

                                     敬具、 

                                     Psalm Haseley （ハズリー詩音美） 

                                     サンディエゴ日本人クリスチャン教会 VBS ディレクター 


