
フィールドキッズの会員の皆様へ

2020 年 3 月９日

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

日頃より、特定非営利活動法人 ならスポーツネットワークが運営しております、フィールドキッズの活動にご参加いただき誠に

ありがとうございます。新年度（2020 年度）を迎えるにあたりまして、ご連絡が数点ございます。詳細は下記に記載しております

ので、ご確認をよろしくお願いいたします。新型コロナウイルスの影響により、このご案内後に変更点等が出てくる可能性もありま

す。その際はまた改めてご連絡をいたします。

◎新年度の会員登録と保険について

現在、会員の皆様にご加入いただいております「スポーツ安全保険」は、2020 年 3 月 31 日をもって今年度（2019 年度）の保険期

間が終了いたします。4月 1日以降は新年度として再登録をする必要がございますが、3月中に事前登録をすることにより、新年度

への保険の切り替えが即時可能となります。来年度も引続きフィールドキッズへご登録いただける会員様は、別紙「2020 年度 FIELD

KIDS 総合案内」の「2020 年度 FIELD KIDS の活動について」をご確認のうえ、登録書(継続)にご記入(学年は新学年で記入)いただき、

2020 年 3 月 23 日（月）までに各教室の受付までご提出ください。登録書は各教室の受付にて配布をいたします。登録書のご提出と

引換えに 2020 年度の会費封筒をお渡しさせていただきます。1年間を通じて活動にご参加いただける会員様は「年間一括払い」（詳

細は別紙を参照）も可能ですので是非ご検討ください。

3月 24 日（火）以降も随時、会員登録を受付けいたしますが、ご登録が遅れますと新年度のスポーツ安全保険の手続きも遅れて

しまい、4月 1日からの保険の適応ができない可能性がありますので、できるだけお早めのご登録にご協力をお願いいたします。た

だし、新型コロナウイルスの影響で休止している教室もあり、今年度中に登録書(継続)のご提出をしていただけない教室もございま

す。その場合は活動再開後にご提出いただくことになりますが、スポーツ安全保険は最短で登録書をご提出いただいた翌日からしか

保険が適応されません。万一、登録書をご提出いただいた当日にケガ等が発生してしまった場合には保険の対象外となってしまいま

すので、予めご了承ください。なお、スポーツ安全保険は原則として登録者全員にご加入いただいていますので、よろしくお願いい

たします。

◎春の体験会とイベントについて

2020 年 3 月 25 日(水)から 3月 31 日(火)までは、通年で開催している各教室（休止中の教室を除く）の春の体験会として、新学

年で各教室に体験参加できる期間といたします。会員のみなさまの周辺で、ご入会を検討されているお知り合い等がおられましたら

是非ご紹介ください。通常、各教室の体験参加は初回の 1回のみとさせていただいていますが、この期間（3/25～3/31)の体験参加

は初回の体験とはカウントいたしませんので、以前に 1度体験参加をされていて、そのときはご入会されなかった場合でも、この期

間内であればもう一度体験参加をしていただけます。是非この機会に体験参加をしていただき、ご入会をご検討いただければと思い

ます。ただし、月曜日の梅美台小学校と土曜日の木津小学校は、学校内の駐車スペースが満車状態となっていますので、お車を駐車

していただくことができなくなっております。体験参加の皆さまには大変お手数をおかけいたしますが、徒歩や自転車等でご来場い

ただくようにお願いいたします（送迎のための一時停車であれば可能です）。路上駐車は近隣の迷惑となりますのでご遠慮ください。

また、毎年春休みの期間中には、フィールドキッズの会員の皆さまを対象としてイベントを実施して参りましたが、新型コロナウ

イルスの影響により、施設の使用面などで不透明な部分があり、現時点でご案内することが難しい状況です。新型コロナウイルスが

収束に向かい、通常通りの活動ができるようになりましたら、他のイベント等を企画していきたいと考えております。

◎消費税増税への対応について

2019 年の 10 月から消費税が 10%に引き上げられましたが、印刷物を削減するなどの経費対策を行い、これまで通りの月会費を維

持しております。2020 年度も昨年度と同じ月会費を維持して各教室の運営を行って参りますが、月会費の見直しが必要となってき

ました際には、月会費の改定をさせていただく可能性もございます。年度途中で変更点が出てきた場合には随時ご連絡をさせていた

だきます。

【新年度のご案内として以下の書類を掲載しています。それぞれご確認をよろしくお願いいたします。】

①(当書類)フィールドキッズの会員の皆様へ

②月会費の年一括払いについて

③2020 年度 FIELD KIDS 総合案内

④2020 年度 フィールドキッズ参加予定の大会・記録会等の日程表

⑤陸上大会やイベント等のお申込み方法について

⑥小学校卒業を迎えられる会員の保護者様へ

※2020 年度の登録書(継続)は各教室の受付で配布いたします。登録書の提出と引換えに新しい封筒をお渡しいたします。

《2020 年度も活気のある活動にしていきたいと考えておりますので、たくさんのみなさまのご参加をお待ちしております。》



月会費の年一括払いについて 

 

4 月の時点で、年間を通じてフィールドキッズの活動にご参加いただける会員様は、12 ヶ月分を一括でのお支払も受

け付けております。「年一括払い」でお支払いいただける会員様は、会費を 5%割引させていただいています。お支払い方

法は現金、又は銀行口座へのお振込みとさせていただきます。 

 

「年一括払い」の金額一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

                例）現在の月会費が 3,000 円の会員様の場合、年一括払いをしてい 

ただければ 5%の割引となり、12 ヶ月分で 34,200 円となります。 

月会費の金額パターンは多数ありますので、上記に記載が無い場 

合は各教室の受付にてお問合せください。 

 

    ※「年一括払い」で会費をお支払いただいた場合、途中退会や休会をされても返金致しかねますので、予めご了承く

ださい。 

  ※「年一括払い」による会費のお支払い期限は 2020 年 4 月 15 日までとさせていただきます。 

  ※お振込の場合の手数料は当方で負担いたします。 

  ※別途、スポーツ安全保険の費用が必要となります。金額は 1 名あたり 800 円（高校生以上は 1850 円）ですので、

ご登録人数分の保険代も合わせてお願いいたします。 

  ※お振込先の口座番号は各教室の受付にてご確認をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

月会費     12 ヶ月分     割引後価格 

3,000 ⇒  36,000 ⇒  34,200 

   4,500 ⇒  54,000 ⇒  51,300 

   5,500 ⇒  66,000 ⇒  62,700 

   7,000 ⇒  84,000 ⇒  79,800 

   7,500 ⇒  90,000 ⇒  85,500 

   8,500 ⇒ 102,000 ⇒  96,900 

    











大会名 開催日 場所 参加対象

強化普及記録会 4月12日(日) 鴻ノ池陸上競技場
1～6年生（100ｍ、1500m、走幅跳、リレー）※1～3
年生は100mか1500mのみで1500mはタイム制限
あり

奈良県選手権① 4月18日(土)～19日(日) 橿原陸上競技場
※詳細未定（5・6年生のコンバインドが行われる予
定）

奈良県選手権② 5月4日(月祝) 鴻ノ池陸上競技場
※詳細未定（5・6年生の100mとリレーが行われる
予定）

第65回奈良少年少女陸上競技大会 6月21日(日) 橿原陸上競技場
1～6年生（3年生以下は4年の部）　100m、走幅
跳、走高跳、ハードル、ジャベリック、コンバインドA
＆B、リレー

第36回全国小学生交流大会奈良県予選 7月4日(土) 橿原陸上競技場 5・6年生対象　(100m、コンバインドA＆B、リレー)

強化普及記録会 9月6日(日) 鴻ノ池陸上競技場
1～6年生（100ｍ、1500m、走幅跳、リレー）※1～3
年生は100mか1500mのみで1500mはタイム制限
あり

第36回全国小学生交流大会 9月19日(土)～21(月祝) 横浜日産スタジアム 7月4日の大会で選ばれた人

強化長距離記録会 10月3日(土) 橿原陸上競技場 1～6年生（800ｍ、1500ｍの2種目）

第11回奈良少年少女学年別陸上競技大会 10月25日(日) 鴻ノ池陸上競技場
1～6年生（100ｍとリレーのみ、5・6年生は200ｍも
あり）

強化普及記録会 11月7日(土) 鴻ノ池陸上競技場
1～6年生（100ｍ、1500m、走幅跳、リレー）※1～3
年生は100mか1500mのみで1500mはタイム制限
あり

第24回５府県交流小学生陸上競技大会 11月22日(日) 鴻ノ池陸上競技場
4～6年生（3年生以下は不可） 　100m、800m、走
幅跳、走高跳、ハードル、ジャベリック、リレー

第29回奈良少年少女長距離競走大会 2021年1月17日(日) 鴻ノ池陸上競技場
1～6年生（3年生以下は4年生の部）個人レース、
又は駅伝

日本室内陸上 2021年2月7日(日) 大阪城ホール 男女60ｍ　※参加標準記録を上回った人のみ

第66回奈良少年少女陸上競技大会 2021年3月14日(日) 橿原陸上競技場
1～6年生（3年生以下は4年生の部）　100m、
1500m、走幅跳、走高跳、ハードル、ジャベリック、
リレー

第13回山田隆記念陸上競技大会 2021年3月20日（土） 鴻ノ池陸上競技場
1～6年生（3年生以下は4年生の部）　100ｍ、走幅
跳、リレーの3種目のみ

※上記の大会等には、入会時にお渡ししている黄色のＴシャツを着て参加をお願いします。リレーや駅伝のAチームに選

　 抜された人にはユニフォームを貸し出します。

※各大会等の要項は各教室の受付か、フィールドキッズのホームページやブログなどのWEB上でご確認いただきます。

　　※日程や実施種目は変更される場合もあります。

　がある場合があります。学校から参加の申込みをされるとフィールドキッズからは参加できなくなりますのでご注意くだ

※開催日や場所等が変更になる場合もあります。また、上記以外にも記録会等に参加する場合があります。記録会は

※7月4日の全国大会予選（日清カップという名称を使う場合もあります）は、通学されている各小学校からも参加の案内

　申込状況や結果の一覧なども各教室の受付かWEB上でご確認いただきます。WEB上にはユーザー名とパスワードの

2020年度　フィールドキッズ参加予定の大会・記録会等の日程表

　入力を設定しています。ユーザー名とパスワードは各教室の受付か担当コーチまでお問合せください。

　さい。その他、各小学校から陸上大会の案内があった場合はコーチにご相談ください。

　 賞状等はありませんが、記録は公式に認定されます。





小学校卒業を迎えられる会員の保護者の皆さまへ 

 

 この春、小学校を卒業され、中学校へ進学される現会員の保護者様へご連絡いたします。中学校へ進学されますと、多くのお

子さまが学校の部活動へ入部されることと思いますが、フィールドキッズの夜の陸上教室では中学生も受け入れさせていただい

ておりますので、4月以降もこれまでと同様に、活動にご参加いただけます。夜の陸上教室では中学生以上対象のコース（なら

スポアスリートクラブ）も活動しておりますので、より本格的に陸上に取り組みたいということであれば、そちらにご登録いた

だくことも可能です（活動時間や活動日、会費・保険代等はフィールドキッズと同じです）。4 月以降も引き続きご参加をいた

だける場合は、会員登録書（継続）のご提出をお願いいたします。中学校の部活動が本格的に始まるのは 5 月以降であると思い

ますので、部活動が始まるまでの期間だけ登録していただくということでも結構です。ただし、長期間中学校の部活動と並行し

てフィールドキッズにご参加いただく場合は、部活動の方針等もあると思いますので、顧問の先生とご相談されることをお勧め

いたします。 

 

 

陸上競技協会への選手登録について 

 フィールドキッズを運営しております「特定非営利活動法人 ならスポーツネットワーク」では、奈良陸上競技協会へ団体登

録（登録名：ならスポランニングクラブ）をしております。中学生以上が公式の競技会に参加する場合は、陸上競技協会に選手

登録をする必要がありますので、ならスポランニングクラブ（略称＝ならスポＲＣ）を通じて選手登録（年間登録費として 2,500

円程度必要です）をしていただければ奈良陸上競技協会主催の奈良県選手権（参加標準記録を超えていることが条件）や記録会

等へ出場することも可能です。ただし、中学選手権や中学校総合体育大会など、中学校体育連盟が主催する大会は中学校の部活

動を介して出場しなければならないため、原則として、ならスポランニングクラブからの参加はできません（陸上部の無い中学

校の場合、校長先生の許可を取ることができれば、中学校の大会へ参加できる場合がありますので、その際はコーチにご相談く

ださい）ので予めご了承ください。フィールドキッズの卒業生の中には、中学校では陸上部に入らず、ならスポランニングクラ

ブを通じて選手登録を行い、陸上を続けているお子さまもいらっしゃいます。スポーツの在り方も多様化してきておりますので、

選択肢の一つとしてご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

フィールドキッズの卒業生との交流について 

 2019 年の 9 月から生駒ファミリー教室をスタートしていますが、このファミリー教室はフィールドキッズの卒業生の交流の

場にもしていきたいと考えていますので、卒業生に関しては、生駒ファミリー教室への会費は不要とさせていただいています。

その他の教室に関しましても、フィールドキッズの後輩達やコーチ達への近況報告などでのご訪問は、いつでも大歓迎です。中

学校での部活動が本格的に始まると、なかなか時間が取れなくなってくるかと思いますが、卒業生とのつながりも大切にしてい

きたいと考えていますので、いつでもお待ちしています。 

  

 

記念品のお渡しについて 

 毎年、小学校を卒業される 6年生の皆さまには記念品をお贈りしています。例年であれば年度末の合宿＆バーベキューで 6年

生を送る会を実施し、そこで記念品をお渡ししてきましたが、今年は新型コロナウイルスの影響で、6年生を送る会を実施する

場所の確保が難しく、現段階でも 6年生を送る会が実施できるか不透明な状況です。6年生を送る会については別途ご案内する

予定ですが、6 年生を送る会が実施できなかった場合でも、記念品はご用意しますので、4 月以降、各教室でのお渡しなども検

討しております。この件に関しましては追ってお知らせいたします。 

 

 

以上、不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。今後とも、フィールドキッズをよろしくお願いいたし

ます。  


