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1.ご挨拶 

 

実行委員長 

 

こんにちは。相模原祭実行委員会委員長の伊東詩織です。今年度の相模原祭への参加

を検討してくださり、ありがとうございます。 

今年度の相模原祭のテーマは「border~20th Anniversary~」です。このテーマには

その名の通り、記念すべき 20 回目の相模原祭を最高なものにできるよう、相模原祭に

関わる全ての方々と一緒につくりあげていきたいという思いが込められています。相

模原祭は学術の発表機会の場であると同時に、皆様の参加がなければ成り立たないも

のです。実行委員が全力でサポートしていきますので、相模原祭を一緒につくりあげ

ていきましょう。参加するにあたって不明点や疑問点などありましたら、お気軽に連

絡してください。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

第 20 代相模原祭実行委員会委員長  

 

総務局長 

 

この度は参加団体募集説明会資料をご覧いただきありがとうございます。 

ここ数年の相模原祭は 3 年前は台風で中止、去年と一昨年はオンライン開催という

なかなかシビアな一途をたどっています。しかし、このような状況下でも多くの団体

に相模原祭へ関わっていただき、相模原祭を支えていただきました。その中で皆様の

熱い雄姿を目の当たりにし、相模原祭の運営に携われてことを誇らしく思っておりま

す。 

今年度も引き続き厳しい状況が続いていますが、3 年間、通常開催を経験していない

実行委員は今年こそ通常開催にできるだけ近づけて開催できるように使命感を燃やし

ております。今年の相模原祭は 20 周年という節目の年ということもあり、参加してい

ただく皆様にとって最高の思い出となるような相模原祭にしたいと考えております。

しかし、それには皆様の協力が必要不可欠です。約半年間という短い間ですが、皆様

を全力でサポートさせていただくので一緒に相模原祭を盛り上げていきましょう！総

務局を代表し、実行委員会として皆様を全力でサポートすることを誓うと共に皆様へ

の感謝の意をここに表します。今年度の相模原祭もよろしくお願いいたします。 

 

第 20 代相模原祭実行委員会総務局 吉原 正博 
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2.第 20 回相模原祭について 
 

開催日時 

 

準備日：2022 年 10 月 7 日（金）  

1 日目：2022 年 10 月 8 日（土）   ＜一般公開時間＞ 10 時～17 時 

2 日目：2022 年 10 月 9 日（日）   ＜一般公開時間＞ 10 時～15 時 

※準備日は通常授業日となります。 

※開催時間は現時点での予定です。 

 

開催会場 

 

青山学院大学 相模原キャンパス（神奈川県相模原市中央区淵野辺 5-10-1） 

 

相模原祭テーマ 

 

border∼20th Anniversary∼ 
【テーマの意味】 

 相模原祭は今年で 20 周年となりました。今まで歴史を振り返りながら、今後の相模

原祭を皆で作り上げていきたいという思いで『border~20th Anniversary∼』という

テーマに決定しました。『border』には＜節目＞という意味があり、相模原祭が 20

周年という大きな区切りの年に、本学学生や地域の方々、来場者と様々な企画で繋が

り、これまで以上の躍進を遂げることを目指します。近年は、新型コロナウイルス感

染症の影響で、相模原祭をオンライン開催することを余儀なくされ、前例のない中で

試行錯誤を繰り返してきました。そうした中で、今年度は十分な感染症対策のもと、

相模原祭の長い歴史によって培われた文化を尊重し、未来への架け橋となる＜節目＞

としての大切な役割を、相模原祭に関わる皆で後世に繋いでいくという思いが込めら

れています。 

 

参加団体企画の目的 

 

第 20 代相模原祭実行委員会では、今年度の相模原祭における参加団体企画の実施目

的を以下のように掲げ、相模原祭の運営を行います。 

◆第 20 回相模原祭 参加団体企画実施目的◆ 

 本学学生による部活動・愛好会・その他の団体や本学学生個人の活動を存分に発信することに

よって、本学の活気と魅力に満ちた学生文化を地域や全国に轟かせる。また、日々の活動を発信

する機会を提供することによって参加団体の活動を躍進させ、青山学院大学での学生生活をより

輝かしいものとすることを目的とする。 
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3.参加形態の紹介 
 

 

 

 

［企画実施場所］ 

 相模原キャンパス各棟教室(D,E,F 棟など) 

 ※企画実施教室は希望に沿えない場合があります。 

 

［企画実施最低必要人数］ 

 ２人から～(上限無し) ※教室内の人数制限有り 

 

［主な募集団体］  

❶教室内で展示・発表などを行う企画団体 

❷教室内で来場者参加型のイベントを行う企画団体 

❸教室内で音楽演奏を行う企画団体 

❹その他、教室内で実施するのが好ましい企画団体 

※飲食については p.11~13 を参照してください。 

 

［過去の教室企画の様子］ 

 
↑教室での音楽演奏          ↑教室での発表・展示 

 

 

  

教室企画 
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［企画実施場所］ 

スクエア広場 (C,D,E,F 棟間)に割り振られたテントブース  

※今年度は出店のスペースに人数制限有り 

 

［企画実施最低必要人数］ 

 6 人～(上限無し) ※テント内の人数制限有り 

 

[主な募集団体] 

❶屋外ブースで既製品や雑貨などを販売する企画団体 

❷屋外ブースで飲食物の簡易的な調理・加工をする企画団体 

❸屋外ブースで発表や展示を行う企画団体 

❹その他、屋外ブースで実施するのが好ましい企画団体 

※飲食については p.11~13 を参照してください。 

 

[過去の出店企画の様子] 

 
↑スクエア広場全景          ↑屋外ブースの様子 

 

[今年の販売商品例] ※掲載したものは一例です。 

わたがし・トッポギ・焼き鳥・タピオカ・やきおにぎり・ワッフル・タコス・フル

ーツポンチ・フライドポテト・チュロス・お好み焼き・餃子・唐揚げ・揚げパン・

焼きそば・たこ焼き・フランクフルト・水あめ・オムレツフランク 

 

[取り扱うことのできない販売物] 

ソフトクリームやディッシャーを用いたアイスクリーム、一般家庭で製造・調理し

たもの 

※掲載したものは一例です。詳細は改めてご案内します。 

 

 

 

  

出店企画 
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［企画実施場所］ 

 ➊スクエアステージ 

 ➋パフォーマンスエリア 

 ※各ステージの詳細は次ページに掲載 

 

［企画実施最低必要人数］ 

1 人～（上限無し） ※個人での参加も可能です 

 

［主な募集団体］ 

 ➊音楽演奏団体（バンド、オーケストラ、吹奏楽、歌唱、アカペラ、器楽演奏、弾

き語りなど） 

 ➋パフォーマンス団体（ダンス、チアリーディング、ジャグリング、ダブルダッチ

など） 

 ➌発表団体（演劇、漫才、イベント、トークショーなど） 

 ➍その他、ステージで実施するのが好ましい企画 

 

［ステージ企画注意事項］ 

 ・屋外ステージのため、天候等によっては企画を中止する可能性があります。 

 ・パフォーマンスエリアでは立地の都合上、大きな音を出す企画団体（バンドやオ

ーケストラなど）による発表はできません。マイクの使用や CD 音源の再生などは

可能です。 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染状況によってはステージ上の人数の制限などを

設ける可能性があります。あらかじめご了承ください。 

・発表時は必ずマスクやマウスシールド（希望団体に対し配布予定）を着用してく

ださい。 

 ・今年度屋内ステージの設置はありません。 

 

［過去のステージ企画の様子］ 

 
↑音楽演奏団体の発表            ↑パフォーマンス団体の発表 

 

ステージ企画 
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＜ステージ設置場所＞           ＜ステージイメージ＞ 

 スクエア広場（C、D、E、F 棟間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  ↑2018年度のステージ 

＜ステージコンセプト＞ 

『DIVA』 
 

 DIVA には主役という意味があり、スクエアステージでの出演者、観客、誰もが「主

役」になれるようなステージを作り上げたいという想いが込められています。 

＜スクエアステージ規格（予定）＞ 

スクエアステージ 

設置場所 スクエア広場（C、D、E、F 棟間） 

ステージの大きさ 9.0m×5.4m 

ステージ下の大きさ 9.0m×5.0m（予定） 

ステージ高さ 0.9m 

屋根 あり 

客席形態 オールスタンディング 

音響設備 業者による管理 

照明設備 業者による管理 

 

＜スクエアステージ発表可能時間（予定）＞ 

スクエアステージ 

企画内容 発表時間 

音楽発表企画（ドラム有） 
発表：15 分 以内                

転換：15 分 

音楽発表企画（ドラム無） 発表：20 分以内                       

（発表時間内に準備片付けも含む） 
パフォーマンス企画 

イベント企画 企画内容に応じて別途決定 

スクエアステージ 
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＜ステージ設置場所＞           ＜ステージイメージ＞ 

 3on3 バスケットコート 

（ヨハネ池前芝生付近） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ↑2018年度のステージ 

＜ステージコンセプト＞ 

『飛翔』 
 

 飛翔には 2 回のオンライン開催も踏まえ、運営、出演者、観客の笑顔がぶつかり合

いキャンパス上空へと「飛翔」する、そんな相模原祭にしたいという意味が込められ

ています。 

＜パフォーマンスエリア規格（予定）＞ 

パフォーマンスエリア 

設置場所 
3on3 バスケットコート               

（ヨハネ池前芝生付近） 

ステージの大きさ 9.0m×5.4m 

ステージ高さ なし 

屋根 なし 

客席形態 客席あり（後方立ち見可能） 

音響設備 実行委員による管理 

照明設備 なし 

 

＜パフォーマンスエリア発表可能時間（予定）＞ 

パフォーマンスエリア 

企画内容 発表時間 

主な企画 
発表：20～30 分                       

（発表時間内に準備片付けも含む）  

 

イベント企画 企画内容に応じて別途決定  

 

 

  

パフォーマンスエリア 
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[企画実施場所] 

相模原キャンパス内 

※企画実施場所は希望に沿えない場合があります。 

 

[企画実施最低必要人数] 

1 人～(上限無し)   ※個人での参加も可能です 

 

[主な募集団体] 

＜教室＞、＜出店＞、＜ステージ＞のどの企画形態にも該当しない企画団体 

(例)競技大会、教室やステージ以外で実施する各種発表、体験企画など 

 

 

  

自由企画 
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４．出店スタッフの感染防止対策 

 

【体調管理】 

・咳エチケット、石鹸等でこまめに手洗いを徹底し、アルコール消毒を行う。 

・37.5℃以上または平熱に比べて高い熱がある場合には、自宅待機する。 

・発熱に加えて、下記の症状のある場合も同様に、自宅待機とする。 

咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、 

目の痛みや結膜 の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など。 

 

【飛沫感染防止】 

・テント内では、フェイスシールドおよびマスク着用する。 

・来場者に対し、定期的なアルコール消毒や食べ歩きの禁止を促し、飲食可能エリア

での飲食を促す。 

・食品の提供方法は、個包装とする。 

 

【接触感染防止】 

・食品提供に参加するスタッフ全員、使い捨てビニール手袋を着用する。 

・レンタルする必要のある調理器具は、全て実行委員会が手配する、レンタル会社の

機材を使用する。 

・支払い時は、コイントレーを使用することで直接的な接触を防ぐ。  

 

※出店スタッフの感染防止対策については、今後の社会情勢や大学との協議により変

更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 

※第一回参加団体説明会にて詳細を説明いたします。 

  



第 20 回相模原祭        

 12 

5.食品販売における衛生管理 

 

注意事項 

 

・メニューは、現地で簡単な調理をするものや、既製品をそのまま販売するもの以外

は販売しない。 

・仕込みは当日、現地で行う。 

※家庭で用意した材料や氷は利用できません。 

・作り置きはしない。 

・大学の水道ではなく、ミネラルウォーターを購入し使用する。 

・排水は、既存の排水施設や排水タンクを使い、衛生的に処理する。 

詳細は、第 2 回参加団体説明会で説明します。 

・タピオカは茹でるタイプではなく、缶詰を使用する。 

・既製品や缶詰の食品は期限表示やアレルギー表示を確認し、提示する。 

 

取り扱いのできる食品・メニュー 

 

【簡易な調理加工をする食品】 

例）焼きそば、豚汁、ラーメン、そば、うどん、お好み焼き、 

フランクフルト、かき氷、綿菓子、おしるこ、など 

 

【仕入れ品をそのまま販売する食品】 

例）菓子パン類、菓子類、瓶詰、缶詰、など 
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販売を禁止している食品・メニュー 

 

・生卵、半熟卵 

・牛乳などの乳製品 

・ご飯もの(おにぎり、炒飯など) 

・カレーやシチューなどの煮込むもの 

・生もの(生野菜、寿司、チョコバナナなど) 

・最後に加熱をしないもの(冷やしキュウリ、冷やし中華など) 

・簡単な調理過程でないもの(ケーキ、餃子など) 

・酒類 

 

※上記のメニューでも冷凍食品なら販売可能なものもありますので、 

ご相談ください。 

※食品を扱う際は、これらの基準を十分に考慮し、食中毒などの事故が、起こらない

ように注意してください。 

※メニューの内容によっては、食中毒防止のため変更していただく場合があります。 

※食品販売における衛生管理については、今後の社会情勢や大学との協議により変更

となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 

※第一回参加団体説明会にて詳細を説明いたします。 
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6.アンケートについて 

 

  現在、今年度の相模原祭で多くの参加団体の皆様に飲食物の販売を行っていただける

よう飲食物の販売に関して大学と協議を重ね、新型コロナウイルスの感染拡大を防止し

ながら実施できないか様々な案を試行錯誤しております。 

  そこで、参加団体の皆様に飲食物販売に関しての意向をお聞きしたいです。3 分程度

で回答可能ですので多くの方にご回答いただけると幸いです。 

  第 20 回相模原祭が皆様の意向に沿い、より良いものになるように是非ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

 

 

アンケート回答方法 

 

①以下の URL より、Web フォームにアクセスしてください。 

②各質問事項に回答してください。なお、回答内容は正確に入力してください。 

【アンケート URL】 

https://form.run/@soumu-1652079958 

 

【アンケート QR コード】 
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7.LINE オープンチャットについて 

 

 今年度の相模原祭では参加エントリー開始までの期間に LINE のオープンチャットを活

用し、参加団体の皆様に参加団体向けの最新情報をお送りします。 

 是非追加して第 20 回相模原祭の情報をゲットしてください！ 

 

 

オープンチャット参加方法 

 

①下記に記載の「第 20 回相模原祭 参加団体最新情報連絡グループ」というオープンチ

ャットの QR コードを読み込んでください。 

②名前を「漢字フルネーム【所属団体名】」にしてご参加ください。 

※名前とアイコンはオープンチャット参加後にも変更可能です。 

【オープンチャット QR コード】 
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 オープンチャット追加における禁止事項 

 

このオープンチャットは相模原祭実行委員会から参加団体の皆様に今年度相模原祭の最

新情報を連絡するためのものです。円滑なオープンチャット運用ため、参加団体の皆様に

は下記記載の禁止事項をお守りいただきますよう、よろしくお願いします。 

 

＜禁止事項＞ 

・トークルーム管理者が定める運営方針に反する行為 

・不適切ニックネーム、アイコン画像でのトークルームへの参加 

・トークルームへの入退室を繰り返す行為 

・不適切な投稿、またそれを連続的におこなう行為(テキストメッセージ、ボイスメッセ

ージ、画像、動画、スタンプ) 

・むやみやたらに他のトークルームの招待 URL などを投稿してメンバーを勧誘する行為 

・その他のスパムとみなされる行為 

・真偽不明の情報の拡散 

・悪質なトークルーム乗っ取り行為 

・共同管理者の権限を不当に行使して、問題のないメンバーを大量にトークルームから強

制退会させる行為 

・集団で組織的に計画して他のトークルームを破壊する行為 

・悪意をもって他者になりすます行為 

・ネットワークビジネスへの勧誘 

・宗教その他の団体の宣伝や勧誘 

・著名人や企業（法人・個人事業主いずれも含みます。）などの公式運営と誤認させる、

又はそのおそれのあるプロフィールをトークルームに設定する行為 

・第三者の権利・利益の侵害、また本来の使用方法・目的とは異なる方法・目的でのオー

プンチャット利用等の不正行為及び迷惑行為 
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8.企画実施までの流れ 

 

主なスケジュール 

 

 相模原祭当日までの主な流れを説明いたします。第 20 回相模原祭への参加を検討し

ている参加団体の皆様は必ずご確認いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各スケジュール（実施時期や実施形態など）は今後の社会情勢などによって変更と

なる可能性があります。最新の情報は相模原祭公式ホームページや LINE オープンチ

ャットなどをご確認ください。 

第 1 回参加団体説明会 
実施日時：6月中旬～下旬 

実施形態：オンライン（オンデマンド配信） 

第 2 回参加団体説明会 
実施日時：9月 30日(金)～10月 7日(金) 

実施形態：オンライン（リアルタイム型） 

説明内容：相模原祭当日の流れの確認など 

第 19 回相模原祭 
準備日：10月 7日（金） ※通常授業日 

1 日目：10月 8日（土） 

2 日目：10月 9日  (日) 

個別相談会実施 
実施日時：8月 8日(月)～ 

実施形態：オンライン（リアルタイム型） 

内容：企画内容などの確認や参加団体からの質疑応答 

エントリー受付開始 
実施日時：６月中旬～下旬 

実施形態：オンライン 

参加費用納入受付 
実施日時：相模原→8月 31日(水)、9月 5日(月) 

      青山→9月 2日(金)、9月 7日(水)  

実施形態：各キャンパスでの対面受付または振り込み受付 
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エントリー受付方針 

 

エントリーには、団体の情報を提出していただく必要があります。今年度は新型コ

ロナウイルス感染症感染防止対策の一環として情報提出はインターネットフォームシ

ステムでの受付を基本とします。 

 

［情報提出の手順］ 

★6 月中旬から下旬に開催予定の「第一回参加団体説明会」の資料などに記載され

ている URL または QR コードからフォームにアクセスし、必要情報を入力して送

信してください。 

・一部、紙面での提出が必要な資料の場合は、相模原祭公式ホームページより原本

をダウンロード、印刷し、手書きで記入したものを再度、スキャンしてデジタル

データとしてフォームにて提出してください。 
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9.今後の説明会について 

 

 6 月中旬から下旬に予定している「第 1 回参加団体説明会」から第 20 回相模原祭への

エントリーを開始いたします。それにあたり、今後の説明会では開催方針や募集要項、各

企画への参加における注意事項や参加費用などのエントリーに関わる重要事項について説

明いたします。第 20 回相模原祭への参加を検討している参加団体の皆様は必ず説明会に

参加いただきますよう、お願いいたします。 

 

説明会運営方針 

 

新型コロナウイルス感染症感染防止対策の一環として今年度の説明会はインターネ

ット会議システムを用いたオンライン型での実施を基本とします。 

 

［オンライン説明会の手順］ 

➊実施日時・会議ルームへの入室方法の確認 

・事前にメールにて実施日時、参加 URL など説明会の参加に必要な情報をお知らせ

します。必ず確認してご参加ください。 

・指定された日時での参加が厳しい場合にはあらかじめ実行委員会にお知らせくだ

さい。 

 

➋説明会当日 

・相模原祭公式ホームページ上の資料を各自でダウンロードしたうえで、参加 URL

より説明会にご参加ください。 

・参加者のカメラは原則として使用しませんのでオフの状態にしておいてくださ

い。また、説明中は音声の混合を防ぐためミュートの状態にしておいてくださ

い。 

・通信環境の安定を図るために、各団体 1，2 名の参加としてください。 

・画面共有機能やチャット機能を使用する場合がありますので、パソコンやタブレ

ット端末など操作性の優れた機器での参加を推奨します。 

・説明会中に通信環境の不具合などのトラブルが生じた場合などは別途、対応しま

すので実行委員会までメールでお知らせください。  

 

➌説明会終了後 

・説明会の内容を踏まえ、各種手続きの準備をお願いいたします。 

・ご不明点などがございましたら実行委員会まで p.13 の下項目「実行員会との連絡

方法」に留意してメールでお問い合わせください。 

 

［使用予定ツール］ 

・Webex または Zoom 

※各ツールの基本的な使用方法については各自でご確認ください。 
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その他のご案内 

 

活動室 相模原キャンパスG522 

公式ホームページ https://www.sagamiharasai.com 

※担当者不在の場合がありますので、活動室へお越しいただく際はあらかじめメール

にてお知らせください。 

※公式ホームページには過去の説明会資料やスケジュールなどを掲載しています。是

非、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sagamiharasai.com/
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10.実行委員会主催企画の紹介 

 

  第 20 回相模原祭において、以下の実行委員会主催企画の参加者を募集しています。

各団体の企画とあわせて参加をご検討いただきますようお願いします。なお、各企画

の詳細は相模原祭公式ホームページなどでご確認ください。 

 

第 20 回相模原祭テーマソング 
＜募集概要＞ 

  第 20回相模原祭では、テーマソングを学内から募集します。テーマソングとは、相模原祭を盛

り上げることを目的とした楽曲であり、応募団体に第 20回相模原祭のテーマ「border~20th 

Anniversary~」に沿って楽曲を作成していただくものです。相模原祭実行委員会による選考を

経て、採用団体は第 20回オープニングにて演奏していただきます。 

また、相模原祭までの期間に大学内でもテーマソングを流す予定となっております。より一層

相模原祭を熱く盛り上げるようなテーマソングのご応募を心よりお待ちしております。 

＜募集内容＞ 

 ・応募には次のすべての条件を満たしていることが必要です。 

① 個人あるいは 2人以上のグループであること 

② 個人の場合はその人物が、グループの場合はグループ内の半数以上が、青山学院大学に在

学中の学生であること 

③ 相模原祭実行委員会と連絡を取ることができる代表者 1 名を設けること。また、代表者は

青山学院大学に在学中の学生であること 

④ 第 20回相模原祭のオープニングにて、テーマソングを演奏できること 

・楽曲に関して次のすべての要件を満たしていることが必要です。 

① オリジナルの楽曲であること 

② 第 20回相模原祭テーマソング以外への応募をしていない楽曲であること 

③ 楽曲の長さが 3分以上 6分以内であること 

④ 第 20回相模原祭オープニングでのテーマソングライブにて演奏が可能な曲であること 

⑤ 第 20回相模原祭のテーマに沿った楽曲であること 

⑥ 公序良俗に反する内容でないこと 

＜応募方法＞ 

 参加を希望する団体・個人は第 20回相模原祭のホームページより詳細をご確認ください。 
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11.相模原祭実行委員会について 

 

担当実行委員一覧 

 

第 20 回相模原祭において参加団体企画を担当する実行委員は以下の通りです。参加

団体の皆さんが快適に安心して相模原祭へ参加していただくことのできるよう、全力

でサポートさせていただきます。半年という短い期間ではありますがよろしくお願い

します。 

 

［教室・自由・出店企画］ 

教室・自由・出店企画総責任者 柿澤 美結 地球社会共生学部 3年 

教室・自由・出店企画副責任者 内山 七海 理工学部 2年 

教室・自由企画責任者 内山 七海 理工学部 2年 

教室・自由企画担当者 
小澤 旭輝 社会情報学部 2年 

立石 姫菜 社会情報学部 2年 

出店企画責任者 小又 萌依 コミュニティ人間科学部 3年 

出店企画担当者 岡本 悠汰 理工学部 2年 

 

［ステージ企画］ 

ステージ企画総責任者 
山下 大輝 理工学部 3年 

水野 蒼 社会情報学部 2年 

スクエアステージ担当者 
山地 もえ コミュニティ人間科学部 3年 

工藤 響花 コミュニティ人間科学部 2年 

パフォーマンスエリア担当 
 

本多 真希 コミュニティ人間科学部 3年 

中澤 萌 コミュニティ人間科学部 2年 

 

実行委員会との連絡方法 

 

参加団体の皆様との連絡は基本的にメールにて行います。実行委員会にメールで質

問や相談などをする場合は、件名に「【団体名】●●●●（用件名）」、本文の文頭

に「団体名」と「企画代表者名」を必ず記載してください。実行委員会から送信する

場合は、「【相模原祭】●●●●（用件名）」という件名で送信します。 

教室・出店・自由企画／衛生管理 soumu@sagamiharasai.com 

ステージ企画 stage@sagamiharasai.com 

その他のお問い合わせ boshu@sagamiharasai.com 

※ドメイン指定をしている場合は、ドメイン指定の解除を行ってください。 

※お問い合わせの内容によっては回答を差し控えさせていただく場合があります。 


