
 

 Family Festival 2018 - Raffle 
  International School of the Sacred Heart 

 
Family Festival Raffle 
The Family Festival is fun event that celebrates        
the many nationalities and vibrant cultures of       
the School’s community. It gives visitors of all        
ages a chance to enjoy authentic international       
food, musical and dance performances, games,      
a shopping bazaar, and more. 

As always, a raffle will be drawn in the         
afternoon with great prizes offered by our       
generous sponsors. All proceeds will be used       
by the Parents Board to contribute primarily to        
the enhancement of the school’s environment      
(e.g. new equipment, renovations, etc) but also       
to support the Pattaya Orphanage in Thailand.  

This year, students will be involved in the sale         
of Raffle tickets and a friendly competition for        
best sales has been organized: the winning class        
in each division will be rewarded with a pizza         
party, and special prizes will be given to the 3          
students who have individually sold the most       
tickets. We hope that the students will be        
excited by the competition and we wish them        
the best of luck! 

 

What should students do? 
On 23 February, each student will receive a        
raffle envelope containing an information letter,      
as well as 10 raffle tickets and coupons        
describing the procedures to claim prizes (see       
examples of these below). The price of one        
raffle ticket is ¥500. While we encourage       
students to try to sell tickets, they should only         
sell them to people they know (family, friends),        
not to strangers. 

Students do not have to sell all tickets but if          
they do and want more tickets, they can get         
them from the Raffle team: 
     @ K/JS Hallway: Tue 27 Feb, 2:45-5pm 
     @ K/JS Hallway: Thu 1 March, 2:45-5pm 
     @ K/JS Hallway: Tue 6 March, 2:45-5pm 
     @ K/JS Hallway: Fri 9 March, 2:45-5pm 
     Email us: isshparaffle@gmail.com 

Students should return the raffle envelope to       
their homeroom teacher (K/JS) or to the lodge        
(MS/HS) no later than 12 March at 4PM to          
count towards class and individual competitions      
with: 

❖ The money collected  
❖ The tickets sold  
❖ All unsold tickets. 

Examples of a ticket and coupon 

    

Looking forward to seeing you at the Family Festival! 

The Family Festival Raffle Team 

mailto:isshparaffle@gmail.com


 

 ２０１８年ファミリーフェスティバル・ラッフルチケット 
  International School of the Sacred Heart 

 
ラッフルチケットについて 

ファミリーフェスティバルは、多国籍・多文化

を共有するイベントです。老若男女問わずに、

誰もが各国の本場の味・音楽・ダンス・ゲーム

などを楽しむことができます。 

例年通り、スポンサーの方に提供いただいた賞

品が当たるラッフルチケット抽選会をフェス

ティバル午後に行います。今回の収益金は、学

校設備・機材購入に充てられるだけでなく、タ

イの孤児院にも寄付されます。 

今回のラッフルチケット販売には、報奨制度を

取り入れました。K/JS/MS/HS毎に、売り上げ

が一番多かったクラスがピザパーティ、売上額

上位３名には個別にお楽しみプレゼントを用意

しています。みなさんのご健闘をお祈りしま

す。  

具体的手順? 

２月２３日（金）に、ラッフルチケット１０

枚、賞品引換説明券、ご案内レターが入った封

筒をお渡ししました。チケットは、１枚５００

円です。チケット販売は、お知り合い（家族・

友人など）に限定して、見知らぬ他人には売ら

ないでください。 

お渡ししたチケットを、全部売っていただく必

要はありません。お渡しした枚数で足りない場

合は、以下の日程で追加販売しております。 
場所はK/JS Hallway、時間は、午後２時４５分 
～午後５時です。 
２月２７日（火）、３月１日（木）、３月６日

（火）、３月９日（金） 
上記の時間帯にご都合がつかない方は、メール

でお問い合わせください。 

     isshparaffle@gmail.com 

２３日（金）にお渡ししたチケットは、３月１

２日（月）午後４時までに、クラス担任（

K/JS）またはロッジ（MS/HS）に、以下の物

を、お渡しした際の封筒に入れて、お戻しくだ

さい。 
❖ 販売した分の現金（お釣りがないよう

にお願いします） 
❖ 販売したチケット（右半分の必要項目

を記入しておいてください。名前などの記載が

ない場合、たとえ当選しても無効となります） 

❖ 売れ残りチケット（何も記入しないで

ください） 
 

Examples of a ticket and coupon 

    

ファミリーフェスティバル当日に、みなさんにお会いできることを楽しみにしています！ 

The Family Festival Raffle Team 


