
                                                                                       2020 年 4月 10 日 

新型コロナウイルスの影響により、休止や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の感染拡大にともない、使用不可となる施設が出て参りました。それに伴い、休止や変更を行う教室がございますの

で、ご確認をよろしくお願いいたします。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。 

 

＜使用休止となる施設と休止期間＞ 

鴻ノ池運動公園の陸上競技場(雨天走路含む)や体育館 2020 年 4月 11 日（土）～5月 6日(水) 

生駒市の公共のスポーツ施設 2020 年 4月 11 日（土）～5月 6日(水) 

木津川市の学校施設、スポーツ施設 2020 年 4月 13 日（月）～5月 6日(水) 

※生駒市の公共のスポーツ施設は土曜日のファミリー教室で使用している、イモ山公園や北大和スポーツ施設などが対象 

で、火曜・金曜の陸上教室で使用しているフットサル場は民間施設なので、今のところ使用可能です 

        ※鴻ノ池陸上競技場の外周路は休止の対象とはなっていません。 

 

＜休止する教室＞   

 ①【月曜日】梅美台教室   ②【水曜日】城址公園教室   ③【土曜】木津小教室  ④【土曜】生駒ファミリー教室 

＜休止の内容＞ 

教室名 休止する日 休止に対する会費の措置 

①梅美台教室 

 

4月13日（月） 

4月20日(月) 

4月27日(月) 

4月6日(月)にご参加いただいている場合は4月分の月会費は通常の額でいただき、5月分

の月会費を1,000円（兄弟姉妹の場合もお1人あたり 1,000円）とさせていただきます。活動の

再開は5月11日(月)以降となる予定です。 

ただし、4月13日(月)以降も夜の陸上教室へご参加いただく場合は、4月分、5月分ともに通常

の月会費とさせていただきます。 

②城址公園教室 

 

 

4月15日(水) 

4月22日(水) 

※4月29日(水)は祝日のた

め元々お休みの予定でした。 

4月1日(水)と4月8日(水)の両方へ参加されている場合は4月分の月会費は通常の額でい

ただき、5月分の月会費を1,500円（兄弟姉妹の場合もお1人あたり 1,500円）とさせていただ

きます。4月1日(水)と4月8日(水)のいずれか1回のみの参加であった場合は4月分の月会

費は通常の額でいただき、5月分の月会費を1,000円（兄弟姉妹の場合もお1人あたり 1,000

円）とさせていただきます。活動の再開は5月13日(水) 以降となる予定です。 

ただし、4月13日(月)以降も夜の陸上教室へご参加いただく場合は、4月分、5月分ともに通常

の月会費とさせていただきます。 

③木津小教室 
4月18日(土) 

4月25日(土) 

4月4日(土)と4月11日(土)の両方へ参加されている場合は4月分の月会費は通常の額でい

ただき、5月分の月会費を1,500円（兄弟姉妹の場合もお1人あたり 1,500円）とさせていただ

きます。4月4日(土)と4月11日(土)のいずれか1回のみの参加であった場合は4月分の月

会費は通常の額でいただき、5月分の月会費を1,000円（兄弟姉妹の場合もお1人あたり1,000

円）とさせていただきます。活動の再開は5月9日(土) 以降となる予定です。 

ただし、4月13日(月)以降も夜の陸上教室へご参加いただく場合は、4月分、5月分ともに通常

の月会費とさせていただきます。 

④生駒ファミリー教室 4月25日(土) 

4月4日(土)にご参加いただいている場合は4月分の月会費を通常の額でいただき、5月分

の月会費を1,500円（兄弟姉妹の場合もお1人あたり 1,500円）とさせていただき、保護者の参

加費はお1人あたり500円とさせていただきます。活動の再開は5月9日(土)以降となる予

定です。 

ただし、4月13日(月)以降も夜の陸上教室または生駒教室(火曜・木曜のフットサル場)へご参

加いただく場合は、4月分、5月分ともに通常の月会費とさせていただきます。 

※3月以降、1ヶ月単位でお休みされている場合は、ご連絡をいただかなくとも、月会費は発生しない措置を継続しております。 

※夜の陸上教室を除いて、複数の教室へ参加されている場合で、上記の教室へご参加されている場合は個別の算出が必要となりますので、受付にてご相談いた

だきますようにお願いいたします。 

  ※2020年度の会費を年払いされている場合は上記の措置に当てはまりませんが、一度年払いいただいた額を返金し、月会費へ変更いただいて、上記の措置を取

らせていただくことも可能とさせていただきます。月払いへの変更を希望される場合は受付の方へご相談いただきますようにお願いいたします。 

 

 

 



 

 

＜変更をする教室＞   

 ①【木曜日】キッズスポーツ教室   ②【月・火・木・金曜日】夜の陸上教室 

＜休止の内容＞ 

教室名 変更する日 変更に対する会費の措置 

①キッズスポーツ教室 

4月16日（木） 

4月23日(木) 

4月30日(木) 

※両日とも雨天走路横へ場所

を変更して活動いたします。 

4月16日(水)以降も活動を行いますが、雨天走路が使用不可となるため、雨天走路横の屋根

下や外周路などで活動を行います。ただし、この変更を受けて、4月16日(木)以降、お休みさ

れる場合は以下のような措置を取らせていただきます。 

4月2日(木)と4月9日(木)の両方へ参加されている場合は4月分の月会費は通常の額でい

ただき、5月分の月会費を1,500円（兄弟姉妹の場合もお1人あたり 1,500円）とさせていただ

きます4月2日(木)と4月9日(木)のいずれか1回のみの参加であった場合は4月分の月会

費は通常の額でいただき、5月分の月会費を1,000円（兄弟姉妹の場合もお1人あたり 1,000

円）とさせていただきます。活動の再開は5月7日(木) 以降となる予定です。 

ただし、4月13日(月)以降も夜の陸上教室へご参加いただく場合は、4月分、5月分ともに通常

の月会費とさせていただきます。 

②夜の陸上教室 

4月14日(火) 

4月16日(木)  

4月21日(火) 

4月23日(木) 

4月28日(火) 

4月30日(木) 

※月曜・金曜と同じ外周路に

変更して活動いたします。 

4月2日(木)～4月10日(金)までに夜の陸上教室へご参加参加されている場合で、左記の変

更を受けて4月13日(月)以降お休みされる場合は、4月分の月会費は通常の額でいただき、5

月分の月会費を1,000円（兄弟姉妹の場合もお1人あたり 1,000円）とさせていただきます。陸

上競技場の使用再開は5月7日(木)以降となる予定です。 

ただし、4月13日(月)以降も夜の陸上教室へご参加いただく場合は、4月分、5月分ともに通常

の月会費とさせていただきます。 

※3月以降、1ヶ月単位でお休みされている場合は、ご連絡をいただかなくとも、月会費は発生しない措置を継続しております。 

※夜の陸上教室を除いて、複数の教室へ参加されている場合で、上記の教室へご参加されている場合は個別の算出が必要となりますので、受付にてご相談いた

だきますようにお願いいたします。 

  ※2020年度の会費を年払いされている場合は上記の措置に当てはまりませんが、一度年払いいただいた額を返金し、月会費へ変更いただいて、上記の措置を取

らせていただくことも可能とさせていただきます。月払いへの変更を希望される場合は受付の方へご相談いただきますようにお願いいたします。 

 

 

以上、必ずしも、皆さまにご納得いただける措置ではないかもしれませんが、これまでに経験のない状況が続いていると同時に、日々激しく変化

をしていっておりますので、何卒ご理解いただきますようにお願い申し上げます。活動を休止する教室もございますが、活動を継続する教室におき

ましては、感染症予防の対策を行いながら行って参りますので、ご参加いただける皆さまには、最大限のご協力をお願いいたします。 

現在、不要不急の外出は控えることが原則ではありますが、感染症のリスクを抑えながら、適度な運動を行うことや同世代の仲間とコミュニケー

ションを取ることも、身体的・精神的な健康を維持するためには必要であると考えています。ただやはり、今後の状況次第では、全ての活動休止を

判断しなければならない時もやってくるかもしれません。日々の情勢を見ながら判断してきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  

 

                   ≪感染予防として行っている対策≫ 

 

◎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。 

 ◎密集状態を防ぐため、少人数の教室を除いては、グループ別での集合や解散を行うようにいたします。 

  



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室

木津城址公園 (鴻)雨天走路前 ラボーナ高山（フットサル場）

　《種目練15:30～》 16:00～17:00 　16:00～17:00 　17:00～18:00

外遊び教室 かけっこ＆陸上教室

(鴻)外周 木津小学校(グラウンドのみ)

　17:00～18:30 14:10～15:40

キッズスポーツ教室A・B 陸上教室 ファミリー教室

A (鴻）雨天走路 17:30～18:10 王寺南小学校 イモ山公園

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

夜の陸上教室 夜の陸上教室
1部 (鴻)外周 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)外周 20:10～20:50

5 6 7 8 9 10 11

イベント【中止】 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)雨天走路前 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 木津小学校(グラウンドのみ)

　17:00～18:30 　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 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 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)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)外周 20:10～20:50

12 13 14 15 16 17 18

記録会【中止】 陸上教室 陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室 奈良県選手権【中止】

ラボーナ高山（フットサル場） 木津城址公園 (鴻)雨天走路前 ラボーナ高山（フットサル場）

　17:00～18:00 【中止】 　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 木津小学校

【中止】 　17:00～18:30 中止

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）雨天走路横 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）雨天走路横 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 夜の陸上教室 夜の陸上教室
1部 (鴻)外周 19:20～20:00 1部 (鴻)外周 19:20～20:00 1部 (鴻)外周 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)外周 20:10～20:50 2部 (鴻)外周 20:10～20:50 2部 (鴻)外周 20:10～20:50

19 20 21 22 23 24 25

奈良県選手権【中止】 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)雨天走路前 ラボーナ高山（フットサル場）

　17:00～18:00 【中止】 　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 木津小学校

【中止】 　17:00～18:30 中止

陸上教室 キッズスポーツ教室A・B 陸上教室 ファミリー教室

王寺南小学校 A (鴻）雨天走路横 17:30～18:10 王寺南小学校 北大和スポーツ施設
　17:00～19:00 (ｱｽﾘｰﾄ19:10～20:00) B (鴻）雨天走路横 18:20～19:00 　17:00～19:00 (ｱｽﾘｰﾄ19:10～20:00) 【中止】

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

26 27 28 29 30

陸上教室 木津城址公園 幼児&かけっこ教室

ラボーナ高山（フットサル場） 祝日のため休み (鴻)雨天走路前
　17:00～18:00 　16:00～17:00

かけっこ＆陸上教室 イベント【中止】

梅美台小学校

【中止】

陸上教室 キッズスポーツ教室A・B

王寺南小学校 A (鴻）雨天走路横 17:30～18:10

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

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)外周 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)外周 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

  　　

【梅美台小学校へお越しになられる保護者の皆様へ】

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

※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
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

新型コロナウイルスの今後の情勢により、急遽変更が出る場合があります。その際はブログにてご連絡いたします。
【梅美台教室】　4/13日(月)、4/20日(月)、4/27日(月)は活動中止になります。

【木津小教室】　4/18日(土)と4/25日(土)は活動中止になります。
【城址公園教室】　4/15日(水)と4/22日(水)は活動中止になります。

【ファミリー教室】 4/25(土)は活動中止になります。

ＦＩＥＬＤ　ＫＩＤＳ　2020年4月の活動予定日4月10日修正版=赤字は中止、青字は変更  ※(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。　　

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


