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新型コロナウイルスの影響により、変更を行う教室について 
                                                                   

特定非営利活動法人ならスポーツネットワーク 

理事長 丹羽敦巳 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響から、木津川市が学校施設およびその関連施設のさらなる休止期間の延長（3 月31 日まで）を発表しました。これを受け、以

下の3 つの教室におきまして、活動場所・活動時間等の変更を行いますのでご確認をお願いいたします。なお、今後の情勢次第でさらなる変更点が出てくる可能性

もございますので、その際は改めてご連絡いたします。 

 

＜変更を行う教室＞  

※赤字が前回のご連絡（3 月 12 日）からさらに変更になった項目です。 

  ①【月曜】梅美台教室   ②【水曜】城址公園教室   ③【土曜】木津小教室 

＜変更後の内容＞ 

3 月 23 日(月) 

活動場所…梅美台小学校隣の梅美台公園とします。 

活動時間…17 時から 18 時 30 分とします。 

集合場所…梅美台公園内テニス場隣の広場（トイレ前）とします。 
①梅美台教室 

3 月 30 日(月) 

活動場所…梅美台小学校隣の梅美台公園とします。 

活動時間…17 時から 18 時 30 分とします。 

集合場所…梅美台公園内テニス場隣の広場（トイレ前）とします。 

②城址公園教室 

 

3 月 25 日(水) 

活動場所…城址公園グラウンドの外周とします。 

活動時間…通常より拡大し、15 時から 17 時とします。 

集合場所…城址公園グラウンド前の休憩スペース(トイレの建物)とします。 

③木津小教室 3 月 28 日(土) 

活動場所…鴻ノ池運動公園の外周とします。 

活動時間…通常より拡大し、13 時 40 分から 15 時 40 分とします。 

集合場所…鴻ノ池陸上競技場の雨天走路前(夜の陸上教室と同じ場所)とします。 

※雨の場合は中止にさせていただく場合がございます。その際はブログを通じてご連絡いたします。 

※学校の一斉休校により、上記の各公園は一般の利用者が多くなっています。一般の利用者の妨げにならないように活動を行いますので、ご協力をお願 

 いいたします。 

※変更点がある中で大変恐縮ではありますが、月会費は通常通りとさせていただきます。すでに3 月分をお支払い済の場合で、3 月をお休みされる場合 

は返金させていただくか、翌月の月会費として振替をいたします。詳しくは各教室の受付にお問い合わせください。 

※通常、1 ヶ月単位でお休みされる場合はご連絡をいただいていますが、3 月の活動に1 度もご参加されなかった場合（3 月2 日の梅美台教室を除く） 

はお休みであったと判断をさせていただき、3 月の月会費はいただかない措置を取らせていただきます。 

※年払いをしていただいている場合は、誠に申し訳ございませんが、今回返金のご対象からは外させていただきます。 

  

     ≪以下の感染予防対策は 3 月 15 日(日)までとしていましたが、全教室におきまして 3 月 31 日(火)まで延長して実施します≫ 

 

◎風邪の症状や37.5度以上の発熱がある場合は参加を見合わせていただき、ご自宅での療養や医療機関へ相談・受診等をお願いします。 

 ◎活動開始前と活動終了後に手洗いの時間を設けます。清潔なタオルやハンカチ等を必ずご用意いただき、手洗い後は十分に水分を拭き取るようにお願いします。手洗い

で時間を割くことになりますが、感染予防には手洗いが非常に重要であるとされています。活動中もこまめな手洗いを行うようにお願いします。 

 ◎風邪の症状や発熱等が無い場合でも、活動中は咳エチケット（マスクの着用や、ハンカチ・タオル・服の袖等で鼻・口をおさせて咳やくしゃみをする行動）にご協力を

お願いします。 

 ◎原則として、活動場所までは保護者、又はそれに準ずる大人の方（お友達と車を乗り合って来る場合もあるので）による送迎をお願いします。保護者等による送迎がで

きない場合で活動に参加される場合は、自宅を出る時間や帰宅の時間を各ご家庭で必ず共有いただき、保護者による管理のもとでご参加いただくようにお願いします。 

 ※必要に応じて、3月31日(火)以降も上記の対策を継続いたします。 

※文部科学省は3月9 日の時点でWEB サイトにて、学校の一斉休校中の外出について「風邪の症状があったり、風通しの悪い空間で密集する場所に出かけたりするの

でなければ、屋外で適度な運動をしたり散歩をしたりすること等について妨げるものでなく、感染リスクを極力減らしながら適切な行動をとっていただくことが重要」

とし「運動不足やストレスを解消するために運動することも大切」と公開しています。フィールドキッズではこの点も踏まえ、上記の対策を行いながら活動を続けてい

きたいと考えています。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

陸上教室 木津城址公園 幼児&かけっこ教室 陸上教室

ラボーナ高山（フットサル場） 活動休止 (鴻)雨天走路前 ラボーナ高山（フットサル場）

　17:00～18:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00

かけっこ＆陸上教室 外遊び教室 木津小学校

梅美台小学校 (鴻)外周 活動休止
　17:00～18:30 　17:00～18:30

王寺南小学校 キッズスポーツ教室A・B 王寺南小学校 ファミリー教室

活動休止 A (鴻）雨天走路 17:30～18:10 活動休止 【変更】北大和スポーツ施設

B (鴻）雨天走路 18:20～19:00 17:30～20:30

夜の陸上教室 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)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)競技場 20:10～20:50 2部 (鴻)外周 20:10～20:50

8 9 10 11 12 13 14

陸上教室 木津城址公園 幼児&かけっこ教室 陸上教室

ラボーナ高山（フットサル場） 活動休止 (鴻)雨天走路前 ラボーナ高山（フットサル場）

　17:00～18:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00

梅美台小学校 外遊び教室 かけっこ＆陸上教室

活動休止 (鴻)外周 木津小⇒鴻ノ池外周
　17:00～18:30 【時間拡大】13:40～15:40

王寺南小学校 キッズスポーツ教室A・B 王寺南小学校

活動休止 A (鴻）雨天走路 17:30～18:10 活動休止

B (鴻）雨天走路 18:20～19:00

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

15 16 17 18 19 20 21

陸上教室 陸上教室 幼児&かけっこ教室

ラボーナ高山（フットサル場） 木津城址公園（外周） (鴻)雨天走路前 祝日のため各教室休み
　17:00～18:00 【時間拡大】15:00～17:00 　16:00～17:00　

かけっこ＆陸上教室 かけっこ＆陸上教室

梅美台小⇒梅美台公園 木津小⇒鴻ノ池外周
　17:00～18:30 【時間拡大】13:40～15:40

王寺南小学校 キッズスポーツ教室A・B ファミリー教室

活動休止 A (鴻）雨天走路 17:30～18:10 【変更】北大和スポーツ施設

B (鴻）雨天走路 18:20～19:00 17:30～20:30

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)競技場 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)競技場 20:10～20:50

22 23 24 25 26 27 28

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（外周） (鴻)多目的広場【雨天中止】 ラボーナ高山（フットサル場）

【時間拡大】16:30～18:00 【時間拡大】15:00～17:00 　16:00～17:00　 【時間拡大】16:30～18:00

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⇒梅美台公園 (鴻)外周 木津小⇒鴻ノ池外周
　17:00～18:30 　17:00～18:30 【時間拡大】13:40～15:40

王寺南小学校 キッズスポーツ教室A・B 王寺南小学校

活動休止 A (鴻）雨天走路 17:30～18:10 活動休止

B (鴻）雨天走路 18:20～19:00

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

29 30 31

山田記念陸上大会

鴻ノ池陸上競技場

集合時間未定

かけっこ＆陸上教室

梅美台小⇒梅美台公園
　17:00～18:30

王寺南小学校

活動休止

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

2部 (鴻)外周 20:10～20:50 2部(鴻)競技場 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

  　　

【梅美台小学校へお越しになられる保護者の皆様へ】

ＦＩＥＬＤ　ＫＩＤＳ　2020年3月の活動予定日(3月21日作成版） 　　 ※（鴻）＝鴻ノ池運動公園

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。　　

【ﾌｧﾐﾘｰ教室】　3/7(土)・3/21(土)はイモ山公園が使用できないため、両日とも北大和スポーツ施設のグラウンドで活動します。

【お知らせ】　3/25（水）から各教室とも新学年で活動を行っていく予定(一部教室を除く)です。3/25（水）から新学年での体験参加を可とします。
【生駒教室】 3/31(火)に陸上大会が入る予定ですので3/24(火)と3/27(金)は時間を拡大して行います。陸上大会が中止の場合は通常の時間に戻します。

※梅美台小と木津小は満車状態のため、新規のご登録は徒歩や自転車、公共交通機関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。（駐車場で送迎のみは可、長時間の駐車は不可です）

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

新型コロナウイルスの影響による各教室の対応についての詳細は別紙をご確認ください。
【全会員対象】各教室におきまして、新年度の登録（継続）の受付を開始しています。各教室で登録書をお受け取りください。
【イベント】　6年生を送る会の実施日を検討中です。詳細は別途ご案内します。

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。

　　　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

　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

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


