
2020 年 6 月 8 日

使用が再開される施設や使用の制限が緩和される施設について

いつもフィールドキッズの活動にご参加いただきありがとうございます。6 月当初は使用不可や、使用できても制限のある

施設がいくつかございましたが、徐々に制限などが緩和され、使用できる施設が出てきました。鴻ノ池陸上競技場（ 雨天走路

含む）や木津川市の学校施設（屋外のみ可）が、条件付きではありますが、順次使用することが可能となってきます（イモ山

公園は 30 名という人数制限があるため、まだ使用不可）。使用条件については下記に詳しく記載いたしますが、運動時以外

でのマスクの着用や施設の利用者名簿の作成などが必要となってきます。使用可能な施設が増えてきたことを踏まえ、改め て

6 月の活動予定表（6 月 8 日時点）を作成いたしましたが、今後の情勢により急遽変更が出る場合もございますので、その際

は随時ご連絡いたします。また、新規の方の見学や体験も随時受け入れをさせていただきます。見学や体験は現地にて受け付

けておりますので、よろしくお願いいたします。

なお、原則として各教室とも雨天決行ですが、これから梅雨の季節に入ります。雨の中でも活動する場合があるので、常時

雨の備え（タオルや着替え等の準備）をお願いします。ただし、雨の程度によっては急遽中止する場合もございます。

※青字が 6 月 8 日以降、順次使用可能となってくる施設です。

①梅美台教室

【6/1(月)・ 6/8(月)】

場所：梅美台公園（テニスコート隣トイレ横の広場集合）

《時間をずらして集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① 16:55～18:25 年少児～1 年生

② 16:55～18:25 2 年生～3 年生

③ 17:10～18:40 4 年生～6 年生

↓

【6/15(月)・ 6/22(月)・ 6/29(月)】

場所：梅美台小学校グラウンド

《同じ時間帯に活動しますが、学年で分けて集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① 17:00～18:30 年少児～1 年生

② 17:00～18:30 2 年生～3 年生

③ 17:00～18:30 4 年生～6 年生

②生駒教室

【6/2(火)・ 6/5(金)・ 6/9(火)・ 6/12(金) ・ 6/16(火)・ 6/19(金)・ 6/23(火)・ 6/26(金)・ 6/30(火)】

場所：ラボーナ高山(フットサル場)

《同じ時間帯に活動しますが、学年で分けて集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① 17:00～18:00 幼中児～2 年生

② 17:00～18:00 3 年生～6 年生

③城址公園教室

【6/3(水)・ 6/10(水)・ 6/17(水)・ 6/24(水)】

場所：城址公園グラウンド

《同じ時間帯に活動しますが、学年で分けて集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① 16:00～17:00 年中児～3 年生

② 16:00～17:00 4 年生～6 年生



④幼児＆かけっこ教室

【6/4(木)】

場所：鴻ノ池外周、雨天走路付近

《同じ時間帯に活動しますが、グループを分けて集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① 16:00～17:00 年少児

② 16:00～17:00 年中児・年長児

③ 16:00～17:00 1 年生～3 年生

↓

【6/11(木)・ 6/18(木)・ 6/25(木)】

場所：鴻ノ池雨天走路 ※屋内施設の体育館はしばらく使用しません。

《同じ時間帯に活動しますが、グループを分けて集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① 16:00～17:00 年少児

② 16:00～17:00 年中児・年長児

③ 16:00～17:00 1 年生～3 年生

⑤キッズスポーツ教室 A&B

【6/4(木)】

場所：鴻ノ池外周、雨天走路付近

《同じ時間帯に活動しますが、グループを分けて集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① A17:30～18:10 1 年生～3 年生

② A17:30～18:10 4 年生～6 年生

③ B18:20～19:00 1 年生～6 年生

↓

【6/11(木)・ 6/18(木)・ 6/25(木)】

場所：鴻ノ池雨天走路

《同じ時間帯に活動しますが、グループを分けて集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① A17:30～18:10 1 年生～3 年生

② A17:30～18:10 4 年生～6 年生

③ B18:20～19:00 1 年生～6 年生

※雨天走路は雨の場合、他の団体が使用する場合があります。その場合は雨天走路横へ移動して活動します。

⑥外遊び教室

【6/5(金)・ 6/12(金)・ 6/19(金)・ 6/26(金)】

場所：鴻ノ池外周（陸上競技場前集合）

《通常通り活動》

時間帯 対象学年

① 17:０0～18:３0 年長児～6 年生

⑦王寺教室

【6/1(月) ・ 6/5(金)・ 6/8(月)・ 6/12(金)・ 6/15(月)・ 6/19(金)・ 6/22(月)・ 6/26(金)・ 6/29(月)】

場所：王寺南小学校

《通常通り活動》

時間帯 対象学年

① 17:00～19:00 1 年生～6 年生

② 19:10～20:00 アスリート（1 年生～6 年生の希望者）



⑧木津小教室

【6/6(土)・ 6/13(土)】

場所：鴻ノ池雨天走路

《時間をずらして集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① 13:30～15:00 大会に出ないグループ(年少児～1 年生)

② 13:30～15:00 大会に出ないグループ(2 年生～6 年生)

③ 15:30～17:00 大会に出るグループ(1 年生～6 年生)

↓

【6/21(日)・ 6/27(土)】

場所：木津小学校グラウンド

《同じ時間帯に活動しますが、グループを分けて集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① 14:10～15:40 大会に出ないグループ(年少児～1 年生)

② 14:10～15:40 大会に出ないグループ(2 年生～6 年生)

③ 14:10～15:40 大会に出るグループ(1 年生～6 年生)

※6/20(土)は木津小学校が使用できないため、翌日の 6/21(日)に振替えます。

※アスリートクラブにご登録の中学生・高校生は、大会に出るグループでの参加を可能とします。

⑨生駒ファミリー教室

【6/6(土)・ 6/20(土)】

場所：鴻ノ池雨天走路 ※生駒市の施設は人数制限(30 名)があるので当面使用不可

《同じ時間帯に活動しますが、グループを分けて集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① 17:30～19:00 短距離グループ(1 年生以上&保護者)

② 17:30～19:00 長距離グループ (1 年生以上&保護者)

③ 17:30～19:00 ファミリーグループ(年中児～小学 3 年生まで&保護者)

④ 19:10～20:00 各種計測（参加者の中から希望者）

⑩夜の陸上教室

【6/1(月)～6/8(月)までの月・火・木・金】

場所：鴻ノ池外周（陸上競技場前集合）

《グループを分けて集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① 19:20～20:50 大会に出ないグループ(1～6 年生)

② 19:20～20:50 大会に出るグループ(1～4 年生)

③ 19:20～20:50 大会に出るグループ(5～6 年生)

↓

【6/9(火)以降の火曜日と木曜日】

場所：鴻ノ池陸上競技場内 ※月曜日と金曜日は従来通り、外周で行います。

《グループを分けて集合し密集を回避》

時間帯 対象学年

① 19:20～20:50 1～6 年生（曜日によってその都度グループを分けます。当日現地でご確認ください）

※当面の間は観客席が使用不可で、入場できる人数に制限があるため、保護者の方の競技場内への来場は不可とさせていただきます。

※夜の陸上教室は原則小学 1 年生以上ですが、1 年生以上の兄弟姉妹と合わせての参加であれば幼児も参加可能です。

※当分の間、1 部と 2 部の間の 10 分休憩（20:00～20:10）は入れない予定です（お茶のみ休憩などは随時取ります）ので、

活動途中で帰宅される場合は現場のコーチにお声がけをいただき、必ず手洗いをしてから退出されるようにお願いいたします。



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

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)雨天走路付近 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⇒梅美台公園 (鴻)外周 木津小⇒(鴻)雨天走路
　①16:55～18:25 ②17:10～18:40 　17:00～18:30 ①13:30～15:00 ②15:30～17:00

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）雨天走路前 17:30～18:10 王寺南小学校 イモ山⇒(鴻)雨天走路
　17:00～19:00 (ｱｽﾘｰﾄ19:10～20:00) B (鴻）雨天走路前 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 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

7 8 9 10 11 12 13

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 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⇒梅美台公園 (鴻)外周 木津小⇒(鴻)雨天走路
　①16:55～18:25 ②17:10～18:40 　17:00～18:30 ①13:30～15:00 ②15:30～17:00

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)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

14 15 16 17 18 19 20

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 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＝6月21日に振替
　17:00～18:30 　17:00～18:30

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 17:30～18:10 王寺南小学校 イモ山⇒(鴻)雨天走路
　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) 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

21 22 23 24 25 26 27

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 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 かけっこ＆陸上教室 外遊び教室 かけっこ＆陸上教室
木津小学校（グラウンドのみ） 梅美台小学校 (鴻)外周 木津小学校（グラウンドのみ）

14:10～15:40 　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)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

28 29 30

陸上教室

ラボーナ高山（フットサル場）

　17:00～18:00

かけっこ＆陸上教室

梅美台小学校
　17:00～18:30

陸上教室

王寺南小学校
　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
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】

【夜の陸上教室】　6/9(火)以降、火曜日と木曜日は陸上競技場内が使用可能となります。人数制限があるため、保護者の方は競技場内へは入ることができません。

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

【木津小教室】　木津小学校は6/20日(土)まで使用不可ですが、6/20(土)分を翌日の6/21(日)へ振替えて活動します。　
【ﾌｧﾐﾘｰ教室】　イモ山公園がまだ使用不可のため、6/6(土)と6/20(土)は鴻ノ池の雨天走路へ変更します。

※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）

【梅美台教室】　6/15(月)から梅美台小学校のグラウンドが使用可能となります。　

　　　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
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。

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　2020年6月の活動予定日（6月8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。　　

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



2020年 6月 8日

施設を使用する際の条件について

いつもフィールドキッズの活動にご参加いただきありがとうございます。6月中には、これまでフィールドキッズの活動で

使用してきた施設のほとんどが使用できるようになってきます（ファミリー教室で使用しているイモ山公園については当面は

不可です）。ただし、使用条件が設定されている施設もありますので、ご参加いただく皆さまにもご協力していただく部分が

出てまいります。現在決まっている各施設の条件は以下の通りです。ご確認をよろしくお願いいたします。

※夜の陸上教室で使用している鴻ノ池陸上競技場内の観客席は当面の間使用不可となり、さらに200名という人数制限もあり

ます。コロナ発生前での使用状況は 小学生で約120～130名、中学生・高校生で約 20～30名、ランニングクラブの大人

で約20名、指導者で約10名となっており、すでに200名近くの利用者があります。コロナの影響で少し参加者は減る見込

みですが、200名を超えての利用はできませんので、当面の間は、付添いでの保護者の方々の競技場内へのご来場は不可とさ

せていただき、駐車場等でご待機いただくようにお願いいたします。万一、参加者のみで200名を超えるような場合は、外周

で活動するグループなどに分けて200名を超えないように調整いたします。ただし、体験で参加の場合、初回のみに限り保護

者の付き添いを可といたします。

※上記の施設では共通して利用者名簿の作成が義務づけられます。これは、付き添いで来られる保護者の方や兄弟姉妹の方

も対象となります。万一、新型コロナウイルスへの感染が疑われる事例が発生したときに、接触者を追跡できるようにするた

めとのことです。教室に登録されているお子様は、普段から出席表を作成しておりますので特に問題ございませんが、付き添

いで活動場所に入られる場合（鴻ノ池陸上競技場内に関しては上記の通り付添いは不可）は入口付近に氏名、年齢、住所、連

絡先を記入する用紙を置きますので、ご記入をいただいてから活動場所へお入り下さい。梅美台小学校や木津小学校などで駐

車場内での送迎のみや、校門の外でのお迎えなどであれば記入は結構ですが、グラウンド側までお越しになられる場合は記入

が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。体験や見学で来られる場合も同様の記入が必要です。なお、年齢、住所、

連絡先のご記入は初回のみで、2回目以降は氏名のご記入だけで結構です。付き添いに来られていても、お車から乗降されな

い場合や、活動場所には近寄らず他の方との接触がない場合は、記入は結構ですが、万一の事態に備えて、下記のような行動

記録・健康観察表を各ご家庭で作成・保管いただき、自治体などから聞き取りがあった際に、ご提出をお願いする場合もござ

いますので、ご協力をお願いいたします。

なお、付き添いでグラウンドに入られる際には手洗いをしていただき、マスクを着用いただくようにお願いいたします。お

待ちいただいている間は他の方と間隔を空けていただくようにお願いいたします。

※その他、風邪の症状がある場合は参加を控えていただくことや、活動中に他の人と距離を取るなどの感染予防対策も各教

室とも必要となりますので、よろしくお願いいたします。

施設名 教室名 使用再開日 主な使用条件

城址公園グラウンド 城址公園教室 6／3日(水)からすでに再開済

①利用者名簿の作成（付添いで来場される保

護者や兄弟姉妹も必要）

②運動時以外はマスクを着用

鴻ノ池陸上競技場 夜の陸上教室
6／9(火)以降の火曜と木曜

※月曜と金曜は外周です

①利用者名簿の作成

②運動時以外はマスクを着用

③200名まで

④観客席使用不可（原則として付添いでの来

場を不可といたします）

鴻ノ池雨天走路
幼児＆かけっこ教室

キッズA&B教室
6／11日(木)以降

①利用者名簿の作成（付添いで来場される保

護者や兄弟姉妹も必要）

②運動時以外はマスクを着用

梅美台小学校

（グラウンド）
梅美台教室 6／15日(月)以降

①利用者名簿の作成（付添いで来場される保

護者や兄弟姉妹も必要）

②運動時以外はマスクを着用

木津小学校

（グラウンド）

※体育館は当面不可

木津小教室

6／21(日)以降

※6／20(土)分を 6／21(日)に

振替えて活動します。

①利用者名簿の作成（付添いで来場される保

護者や兄弟姉妹も必要）

②運動時以外はマスクを着用



氏名：

体温 呼吸器症状 倦怠感 その他

記入例 6月1日 36.7度 せきなし 有・無 頭痛等なし
17：00～18：30に母親の車で移動し、陸上教室に
参加。母親は車で待機。

1 有・無

2 有・無

3 有・無

4 有・無

5 有・無

6 有・無

7 有・無

8 有・無

9 有・無

10 有・無

11 有・無

12 有・無

13 有・無

14 有・無

15 有・無

万一の事態に備え、行動記録や健康状態を記入し、各家庭で保管しておくようにしましょう。

感染が疑われる事例が発生したときに、各自治体などから行動暦や体調の聞き取りがある場合があります。

各家庭で管理表などを作成して保管しておき、聞き取りを要請されたときに備えて、準備しておくようにしましょう。

Ｎo.

行動記録、健康観察の記入例

同居者以外の人との接触状況
（いつ頃、誰と、どこで　など）

健康観察
日付




