
日 月 火 水 木 金 土
1

かけっこ＆陸上教室
木津小学校
14:10～15:40

2 3 4 5 6 7 8
陸上教室 陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室

ラボーナ高山（フットサル場） 木津城址公園 【変更】城址公園(雨天中止) ラボーナ高山（フットサル場）
　17:00～18:00 　《種目練15:30～》 16:00～17:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00

かけっこ＆陸上教室 外遊び教室 かけっこ＆陸上教室
梅美台小学校 【奈良マラソンのため休み】 木津小学校
　17:00～18:30 14:10～15:40

陸上教室 キッズスポーツ教室A・B 陸上教室
王寺南小学校 【奈良マラソンのため休み】 王寺南小学校

　17:00～19:00 (ｱｽﾘｰﾄ19:10～20:00) 　17:00～19:00 (ｱｽﾘｰﾄ19:10～20:00)

夜の陸上教室 夜の陸上教室 夜の陸上教室 夜の陸上教室
【奈良マラソンのため休み】 【奈良マラソンのため休み】 【奈良マラソンのため休み】 【奈良マラソンのため休み】

9 10 11 12 13 14 15
陸上教室 陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室

全国小学生クロカン ラボーナ高山（フットサル場） 木津城址公園 (鴻)第二体育館【半面】 ラボーナ高山（フットサル場）

一般参加トライアル 　17:00～18:00 　《種目練15:30～》 16:00～17:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00
大阪万博公園 かけっこ＆陸上教室 陸上教室 外遊び教室 かけっこ＆陸上教室

（申込者） 梅美台小学校 北大和グラウンド (鴻)外周 木津小学校
　17:00～18:30 　16:00～17:00　【雨天中止】 　17:00～18:30 14:10～15:40

陸上教室 キッズスポーツ教室A・B 陸上教室 キッズスポーツ教室A・B
王寺南小学校 A (鴻）雨天走路 17:30～18:10 王寺南小学校 【12月6日の振替】

　17:00～19:00 (ｱｽﾘｰﾄ19:10～20:00) B (鴻）雨天走路 18:20～19:00 　17:00～19:00 (ｱｽﾘｰﾄ19:10～20:00) A (鴻）雨天走路 17:30～18:10

夜の陸上教室 夜の陸上教室 【振替】夜の陸上教室 夜の陸上教室 夜の陸上教室 B (鴻）雨天走路 18:20～19:00

【奈良マラソンのため休み】 1部 (鴻)競技場 19:20～20:00 1部 (鴻)外周 19:20～20:00 1部 (鴻)競技場 19:20～20:00 1部 (鴻)外周 19:20～20:00
2部(鴻)競技場 20:10～20:50 2部 (鴻)外周 20:10～20:50 2部(鴻)競技場 20:10～20:50 2部 (鴻)外周 20:10～20:50

16 17 18 19 20 21 22
陸上教室 陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室

ラボーナ高山（フットサル場） 木津城址公園 (鴻)第二体育館【全面】 ラボーナ高山（フットサル場）
　17:00～18:00 　《種目練15:30～》 16:00～17:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00

かけっこ＆陸上教室 外遊び教室 かけっこ＆陸上教室
梅美台小学校 (鴻)外周 【変更】木津小⇒高の原小
　17:00～18:30 　17:00～18:30 14:10～15:40　【体育館】

陸上教室 キッズスポーツ教室A・B 陸上教室
王寺南小学校 A (鴻）雨天走路 17:30～18:10 王寺南小学校

　17:00～19:00 (ｱｽﾘｰﾄ19:10～20:00) B (鴻）雨天走路 18:20～19:00 　17:00～19:00 (ｱｽﾘｰﾄ19:10～20:00)

夜の陸上教室 夜の陸上教室 【振替】夜の陸上教室 夜の陸上教室 夜の陸上教室
1部 (鴻)外周 19:20～20:00 1部 (鴻)競技場 19:20～20:00 1部 (鴻)外周 19:20～20:00 1部 (鴻)競技場 19:20～20:00 1部 (鴻)外周 19:20～20:00
2部 (鴻)外周 20:10～20:50 2部(鴻)競技場 20:10～20:50 2部 (鴻)外周 20:10～20:50 2部(鴻)競技場 20:10～20:50 2部 (鴻)外周 20:10～20:50

23 24祝 25 26 27 28 29～31
【場所変更】　陸上教室 陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室

祝日のため各教室休み ラボーナ⇒生駒総合公園 木津城址公園 (鴻)第二体育館【全面】 ラボーナ高山（フットサル場） 年末年始休み
　17:00～18:00　（体育館） 　《種目練15:30～》 16:00～17:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00 年始は1月5日(土)から開始

【イベント】ミニ駅伝 【12月24日の振替】 陸上教室 外遊び教室
木津城址公園 王寺南小学校 (鴻)外周
14:00～16:50 《予定》　15:00～17:00 　17:00～18:30
全会員対象 【12月7日の振替】 外遊び キッズスポーツ教室A・B 陸上教室

ご家族＆卒業生も参加可 (鴻)外周　 A (鴻）雨天走路 17:30～18:10 王寺南小学校
当日現地にて参加受付 17:00～18:30 B (鴻）雨天走路 18:20～19:00 《予定》　　15:00～17:00
(小雨決行、荒天中止) 夜の陸上教室 【振替】夜の陸上教室 夜の陸上教室 夜の陸上教室

1部 (鴻)競技場 19:20～20:00 1部 (鴻)外周 19:20～20:00 1部 (鴻)競技場 19:20～20:00 1部 (鴻)外周 19:20～20:00
2部(鴻)競技場 20:10～20:50 2部 (鴻)外周 20:10～20:50 2部(鴻)競技場 20:10～20:50 2部 (鴻)外周 20:10～20:50

 ※祝日、お盆、年末年始は活動を休みます。
※原則として雨でも活動を行いますのでタオルや着替えなどは常時持参ください。警報が出るなどの悪天候の場合は活動を休む場合があります。

 ※急遽、活動が休みになる場合（警報発令時など）や、活動場所を変更する場合は、FIELD KIDSの活動ブログを通じて、活動開始の2時間前程度
 　 に掲載いたします。不明な場合は担当の指導員までご確認ください。

 ※活動場所は公共の施設です。施設を汚したり、破損したりしないように、丁寧に使用するように心がけてください。

 【夜の陸上教室について】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　毎週月、火、木、金の19時20分から20時50分まで鴻ノ池運動公園内で活動しているの夜の陸上教室は、月会費3,000円以上のいずれかの教室にご登録いただいている

小学1年以上の会員様は、無料で参加可能です。19:20～20:00（第一部）と20:10～20:50（第二部）の二部構成で活動していますので、第一部のみの参加や第二部のみ
 の参加も可能です。是非ご参加ください！    　※夜の陸上教室も他の教室同様、祝日、お盆、年末年始は活動を休みます。　　

 【梅美台小学校へお越しになられる保護者の皆様へ】
　梅美台小学校内では放課後児童クラブ(学童)のお子様も活動されていますので、学校内西側（公園側）には進入されないようにお願いいたします。活動場所までお越しいただ
く際には、学校内東側（住宅側）の通路をご利用ください。駐車スペースは限られていますので、ご自宅がお近くの方は徒歩や自転車等でお越しいただきますようにお願いいたし
ます。2016年6月以降は徒歩か自転車でお越しいただける場合のみ新規の登録を受け付けさせていただいています。今後も継続的に活動していくためにはみなさまのご協力が
不可欠ですので、ご理解のほどよろしくお願いします。また、小さなお子様連れでお越しになられる場合は、お子様から目を離さず、事故の無いよう十分にご注意ください。

ＦＩＥＬＤ　ＫＩＤＳ　2018年12月の活動予定日 　　 ※（鴻）＝鴻ノ池運動公園

※梅美台小と木津小へは徒歩や自転車等でお越しいただくようにご協力ください。梅美台小と木津小の新規の登録は徒歩か自転車でお越しいただける場合のみ受付させていただいています。

【変更】12/3(月)から12/10(月)まで奈良マラソン開催にともない、活動場所や活動日を変更する教室があります。（詳細は2ページ目にて）

【木津小教室】　12/22(土)は木津小学校が使用不可のため高の原小学校の体育館に場所変更して活動します。

【イベント】12/24(月祝)の14時から城址公園で全会員対象（ご家族や卒業生も参加可）のミニ駅伝を開催します。参加費＆事前予約は不要(当日受付)です。

※幼児スポーツ教室と生駒陸上教室は登録人数が多くなっているため、新規登録を一時停止しております。

【生駒教室】12/25(火)はフットサル場が使用不可のため、生駒市総合公園の体育館で活動します。

　　FIELD KIDS活動ブログ
　http://fieldkids.nara-spo.net



奈良マラソン 2018 の開催に伴う活動場所・活動日の変更 

および、イベントのご案内 

 

 日ごろより、フィールドキッズの各種教室にご参加いただき誠にありがとうございます。2018 年 12 月 3 日

（月）から 12 月 10 日（月）まで、奈良マラソン 2018 の開催による準備や片付け等が入ってくるため、鴻ノ

池運動公園が使用不可となります。これに伴い、鴻ノ池運動公園内で活動しております各教室におきまして、

活動場所・活動日を変更させていただきますのでご連絡いたします。各教室の変更内容の詳細につきましては

下記をご確認ください。大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

また、12 月 24 日（月祝）の 14 時から 17 時まで木津城址公園におきまして、全会員の皆さまを対象とした

「ミニ駅伝大会」の開催を予定しています。毎年、年末恒例のイベントとして開催しておりますが、フィール

ドキッズの卒業生、および会員のご家族様も参加対象といたしますので、たくさんのご参加をお待ちしており

ます（会員外の方はスポーツ安全保険の対象外となりますので、ケガ等には十分ご注意ください）。当日現地

にて参加の受付をいたしますので、直接会場の方へお集まりください。小雨決行の予定ですが、荒天の場合は

中止とさせていただく場合もありますので、予めご了承ください。 

なお、12 月 29 日（土）から 1月 4日（金）までの期間は、年末年始のため全教室の活動をお休みさせてい

ただきます。1月 5日（土）から活動を再開する予定ですので、新年もよろしくお願いいたします。 

  

 

【幼児スポーツ＆かけっこ教室】 

 活動場所変更  12 月 6 日（木）⇒ 12 月 6 日（木）16:00～17:00  木津城址公園(雨天時は中止) 

          

              

 

【キッズスポーツ教室Ａ＆Ｂ】 

 活動日変更    12 月 6 日（木）⇒ 12 月 15 日（土） 17:30～19:00  鴻ノ池雨天走路   

 

【外遊び教室】 

活動日変更   12 月 7 日（金）⇒ 12 月 26 日（水）17:00～18:30  鴻ノ池外周 

               

【夜の陸上教室】 

活動休止日   12 月 3 日(月)、12 月 4 日(火)、12 月 6 日(木)、12 月 7 日(金)、12 月 10 日(月) 

                                          ↓ 

活動振替日  12 月 12 日（水）、12 月 19 日（水）、12 月 26 日（水）⇒ 19:20～20:50 鴻ノ池外周 

            

 

 

【お問い合せ】  

特定非営利活動法人ならスポーツネットワーク  

TEL0742-25-3520 

フィールドキッズ 担当：丹羽 敦巳（にわ あつみ）まで  

フィールドキッズ（http://fieldkids.nara-spo.net）    

  

 

活動ブログ QR コード 

鴻ノ池運動公園前の通り 

を北へ直進(10 分程度) 

で木津城址公園に到着 

します。 


