SCHAUMBURG OYANOKAI 2022-2023
INTERESTED in becoming a member? Members will be able to take advantage of programs that Schaumburg
Oyanokai has to offer. All Dooley parents and families are encouraged to participate in events and meetings to
bring Japanese culture to the Dooley community.
SCHAUMBURG OYANOKAI is a Non-Profit, Parent Volunteer organization. It is not affiliated with either Dooley
PTA or SD54, and OUR GOAL is to spread Japanese culture and increase the awareness of diversity within the
Dooley Community through food, art, and education.
Our MISSION is to serve Thomas Dooley Elementary School and its Alumni.

WHY SHOULD YOU JOIN?

STUDY BUDDY and SOCIAL BUDDY:
We offer opportunities for Dual students to connect
with other Dual students.

OBENTO LUNCH & JAPANESE BREAD:
Japanese lunches are available to all Dooley students*

JAPANESE CULTURE NIGHT:
An annual event for all Dooley students and families to
experience the Japanese culture*

TEACHER GRANTS:
We provide grants to all Dooley teachers to purchase
Japanese books and other learning materials.

NIHON DAY (by 6th graders)
We contribute to the annual Nihon (Japan) Day so all
Dooley students can learn and experience Japan*

TRIP TO JAPAN:
We raise funds to send Dooley students and alumni to
Japan*

CULTURAL FIELD TRIPS (for junior high students):
We raise funds so that the junior high students who
are in the dual program can go on cultural field trips*

SCHAUMBURG TOWNSHIP SISTER CITY:
We connect with the sister city and sponsor Pen Pal
projects.

*Note: Due to the COVID-19 pandemic, certain programs and events are subject to change.

MEETINGS: We meet once a month to plan, organize, and collaborate ideas for programs and events to benefit
our students. Please contact any of the officers below and check out our website at
www.schaumburgoyanokai.com, if interested!
Contact any of the Officers: Eric Jeskey (President), eric@schaumburgoyanokai.com; Todd Dahlquist (Vice President), dahlquist.todd@gmail.com;
Henry Tran (Secretary), tranh85@gmail.com; Nancy Campos-Tynan (Treasurer), wrldtrvlr4life21@gmail.com; Robi Vollkommer (Director),
gvollkom@aol.com; Jon Herrity (Director), jon.herrity@gmail.com; Cliff Ferguson (Director), clifton.ferguson7@gmail.com

2022-2023 年度

シャンバーグ親の会

メンバーになって親の会をサポートしてください！文化や多様性を伝えながらドゥーリーコミュニ
ティをより良くして行きましょう。皆さんのお力が必要です。メンバーシップ・イベント、・ミーテ
ィングへの参加、ご協力お願い致します。
シャンバーグ親の会 は、保護者による完全ボランティア制の非営利団体です。Dooley PTA または
SD54 とは別の団体です。ドゥーリーコミュニティに、食・芸術・教育などを通して、日本の文化
を紹介し、多様性に対する認識と理解を深めることを目的に活動しています。
シャンバーグ親の会は、ドゥーリー小学校と卒業生のための団体です。

メンバーとしてサポート頂けること

スタディバディ・ソーシャルバディ:
ドュアルプログラムの生徒さんにペアを組み学習
タイム等交わる機会を提供します

「お弁当」ランチ & パン販売:
ドゥーリー小の生徒に日本食をランチのオプショ
ンとして提供しています*

カルチャーナイト（日本文化の夕べ）:
毎年恒例習字や折り紙空手体験から茶道のデモま
で、日本文化を伝えるイベントです*

先生方への助成金:
ドゥーリーの全ての先生方へ日本語・文化の教育
の為の教材購入の助成金を提供しています

NIHON DAY （6 年生主催)サポート
６年生が Dooley 生に向けて企画実行する日本を
テーマにしたイベントをサポートします*

日本旅行:
ドゥーリー生と卒業生に日本旅行の機会と助成金
を提供する為の寄付活動をしています*

文化交流フィールドトリップ(中学生対象):
Dooley 卒業中学生向に、日本企業見学訪問を軸
に身近な日本を体験する取り組みをしています*

シャンバーグ姉妹都市交流:
姉妹都市との交流やペンパル運動をサポートして
います

*注

パンデミックの影響で、中には変更する可能性があるプログラムや催しがあります。

ミーティング : 月例ミーティングにて、皆さんにより良い活動を提供できるよう、様々な立案・企
画・運営のための意見交換を行っています。以下の理事にコンタクトください。ウェブサイトもどう
ぞ。www.schaumburgoyanokai.com
質問ご意見皆で受け付けております！ : Eric Jeskey（会長）, eric@schaumburgoyanokai.com; Todd Dahlquist（副会長）,
dahlquist.todd@gmail.com; Henry Tran （ 書 記 ） , tranh85@gmail.com; Nancy Campos-Tynan （ 会 計 ） ,
wrldtrvlr4life21@gmail.com; Robi Vollkommer（重役）, gvollkom@aol.com; Jon Herrity（重役）, jon.herrity@gmail.com; Cliff
Ferguson（重役）, clifton.ferguson7@gmail.com

