
                                                                                       2020 年 4月 15 日 

新たに活動を休止する教室とその対応について 

 

                                                       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、新たに活動の休止を決定した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。 

 

＜休止する教室と休止期間＞ 

【木曜】 幼児スポーツ＆かけっこ教室 2020 年 4月 16 日（木）～5月 6日(水) 

【木曜】 キッズスポーツ教室         2020 年 4月 16 日（木）～5月 6日(水) 

【金曜】 外遊び教室             2020 年 4月 17 日（金）～5月 6 日(水) 

【月曜・火曜・木曜・金曜】 夜の陸上教室             2020 年 4月 16 日（木）～5月 6 日(水) 

  

上記の教室はいずれも鴻ノ池陸上競技場の外周路等を利用して活動しています。学校の休校に伴い、平日の昼間でも一般の公園利用者

の多い状況が続いており、また、昼間の混雑を避けてということもあるかと思われますが、夕方から夜間にかけても利用者が日々増えてき

ている状況にあります。フィールドキッズとしては長年使用してきた場所であり、一般の利用者への配慮を心がけながら活動してきた中で、こ

れまで大きなトラブルは発生しておりません。しかし、現在の一般の利用者の多さから考えると、今後一般の利用者の方々へご迷惑をかけて

しまうことも考えられます。そこで、急なお知らせになり、大変申し訳ございませんが、4 月 16 日(木)から上記の教室を休止させていただき

たいと思います。休止にあたって月会費などは以下のように対応させていただきます。 

 

＜休止する教室＞   

※いずれも、4月に 1回以上教室に参加されている場合は、4月分の月会費は通常の額とさせていただき、その分、5月の月会費を4月のご参加状況によって

設定をさせていただきます。 

教室名 中止する日 休止に対応する内容 

①幼児スポーツ教室及び 

 かけっこ教室 

4月16日(木) 

4月23日(木) 

4月30日(木) 

4月2日(木)、4月9日(木)の活動日の中でいずれか1回のみの参加であった場合は、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。 

4月2日(木)と4月9日(木)の両方へご参加いただいている場合は、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。 

活動の再開は5月7日(木)以降の予定です。 

ただし、4月13日(月)以降に夜の陸上教室へご参加いただいている場合は、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。 

②キッズスポーツ教室 

4月16日(木) 

4月23日(木) 

4月30日(木) 

4月2日(木)、4月9日(木)の活動日の中でいずれか1回のみの参加であった場合は、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。 

4月2日(木)と4月9日(木)の両方へご参加いただいている場合は、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。 

活動の再開は5月7日(木)以降の予定です。 

ただし、4月13日(月)以降に夜の陸上教室へご参加いただいている場合は、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。 

③外遊び教室 
4月17日(金) 

4月24日(金) 

4月3日(金)、4月10日(金)の活動日の中でいずれか1回のみの参加であった場合は、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。 

4月3日(金)、4月10日(金)の両方へご参加いただいている場合は、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。 

活動の再開は5月8日(金)以降の予定です。 

④夜の陸上教室 4月16日(木)～4月30日(木) 

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、4月13日

(月)以降お休みされている場合は、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。 

4月2日(木)～4月14日(火)までに夜の陸上教室へご参加参加されている場合は、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。 

活動の再開は5月7日(木)以降の予定です。 

 

 

 



 

 

また、昨日(4月 14日)急遽、生駒陸上教室の施設休止の連絡があり、4月 17日(金)から活動を休止させていただくことになりましたが、

本日改めて協議させていただき、以下のような対応を取らせていただきます。 

※生駒陸上教室に関しましても、4月に 1回以上教室に参加されている場合は、4月分の月会費は通常の額とさせていただき、その分、5月の月会費を 4月

のご参加状況によって設定をさせていただきます。 

教室名 中止する日 休止に対応する内容 

①生駒陸上教室（フットサ

ル場） 

4月17日(金) 

4月21日(火) 

4月24日(金) 

4月28日(火) 

4月3日(金)、4月7日(火) 、4月10日(金)、4月14日(火)の活動日の中で1回又は2回の参

加であった場合は、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。 

4月3日(金)、4月7日(火) 、4月10日(金)、4月14日(火)の活動日の中で3回又は4回の参

加であった場合は、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。 

活動の再開は5月8日(金)以降の予定です。 

ただし、4月13日(月)以降に夜の陸上教室へご参加いただいている場合は、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。 

 

 

 

以下の教室は、先に休止を決定させていただいている教室です。ご確認いただくために再度、掲載させていただきます。 

 

＜すでに休止している教室＞   

 ※いずれも、4 月に 1 回以上教室に参加されている場合は、4月分の月会費は通常の額とさせていただき、その分、5 月の月会費を 4月のご参加状況によっ

て設定をさせていただきます。 

教室名 休止する日 休止に対応する内容 

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、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)以降に夜の陸上教室へご参加いただいている場合は、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。 

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、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、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)以降に夜の陸上教室へご参加いただいている場合は、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。 

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、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、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)以降に夜の陸上教室へご参加いただいている場合は、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)以降に夜の陸上教室へご参加いただいている場合は、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。 

 

 

 

 

 



 

 

以上、活動を休止させていただく教室に関しましては、上記のような対応を取らせていただきます。なお、以下の点を各教室の共通事項と

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

※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ても、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、ご家族でご参加いただいている場合、キッズスポーツ教室のA又はBのみご参加いただいている場

合などは、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今回の対応に当てはまりませんが、一度、年払いいただいた額を返金させていただき、月払いへ変更して今回の対

応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。 

  ※4月にご参加いただいている場合は、教室ごとに5月の月会費をお1人あたり 1,000円や1,500円などに設定させていただくことになります。5月の月会費に

関しましては、それぞれの4月のご参加状況に合わせて個別の算出が必要となりますので、おそらく5月の受付業務で多少なりとも混乱が生じるものと思われ

ます。そこで大変お手数をおかけしますが、月謝封筒の5月分の領収を押印する欄に、それぞれの該当される額（お 1人であれば1,000円や1,500円など、兄弟

姉妹であれば、その合計額である2,000円や3,000円など）をメモ書していただいて5月の月会費を納めていただければ、受付業務が円滑に進むと考えられ

ます。お手数をおかけしてしまうことになり、恐縮ではありますが皆さまのご協力をお願いいたします。 

なお、4月の活動に参加され、5月をお休みされる場合は、その次に参加された月に対して今回の対応を取らせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

  

 

 

今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、これまでに多数の変更や、急遽の決定事項などがあり、会員の皆さまに多大なるご迷惑をおかけし

たことを、深くお詫び申し上げます。上記の対応におきましても、皆さまにご納得いただける内容ではないかもしれません。ただ、フィールドキッズ

の活動形態上、活動場所や活動時間、活動回数が様々であり、一律の対応が非常に困難であるということを、何卒ご理解いただきますようにお願

い申し上げます。 

日々激しく変化していく状況に対して、対応が追い付かず、後手に回ってしまっている部分が多々あり、本当に申し訳ございません。活動再開後

は、これまで以上に誠心誠意、各教室の運営にあたる所存でございます。ただ、休止する教室におきましては新型コロナウイルスの感染拡大の状況

により、予定通りに活動を再開できるかは現段階では不明であります。今後また、施設の使用可否などで新たな情報が出てきましたら、ご連絡させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 



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】 　【中止】 　【中止】

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】 　【中止】 　【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  (鴻）雨天走路 王寺南小学校

【中止】

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。

ＦＩＥＬＤ　ＫＩＤＳ　2020年4月の活動予定日4月15日修正版=赤字が中止  ※(鴻)=鴻ノ池運動公園

　17:00～19:00 (ｱｽﾘｰﾄ19:10～20:00) 【中止】 　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  (鴻)外周  (鴻)外周

2部 (鴻)外周 20:10～20:50 2部(鴻)競技場 20:10～20:50 【中止】 【中止】

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）

　【中止】 　【中止】 　【中止】 　【中止】

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】 　【中止】 　【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  (鴻）雨天走路 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) 【中止】 　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

 (鴻)外周  (鴻)外周  (鴻)外周  (鴻)外周

【中止】 【中止】 【中止】 【中止】

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

　【中止】 　【中止】

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  (鴻）雨天走路
　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

 (鴻)外周  (鴻)外周  (鴻)外周

【中止】 【中止】 【中止】

 ※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。　　

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

【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。

　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


