
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室 記録会
ラボーナ高山（フットサル場） 祝日のため各教室休み (鴻)雨天走路横&外周 ラボーナ高山（フットサル場） 鴻ノ池陸上競技場

　17:00～18:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00 午前7:30集合
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 【変更】木津小⇒鴻ノ池外周
　17:00～18:30 　17:00～18:30 17：30～19:00

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 17:30～18:10 王寺南小学校 (鴻)外周又は雨天走路

　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) 19:20～20:50
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

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 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 【変更】木津小⇒鴻ノ池外周
　17:00～18:30 　17:00～18:30 17：30～19:00

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 17:30～18:10 王寺南小学校 (鴻)競技場

　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) 19:20～20:50
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 16:00～17:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00
ファミリー教室 かけっこ＆陸上教室 外遊び教室 かけっこ＆陸上教室

イモ山公園 梅美台小学校 (鴻)外周 【変更】木津小⇒鴻ノ池外周
17:30～19:00 　17:00～18:30 　17:00～18:30 17：30～19:00

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 17:30～18:10 王寺南小学校 (鴻)競技場

　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) 19:20～20:50
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
少年少女陸上大会 陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室
鴻ノ池陸上競技場 祝日のため各教室休み 木津城址公園 (鴻)雨天走路 ラボーナ高山（フットサル場）

午前7:30集合 16:00～17:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00
かけっこ＆陸上教室 ［ｲﾍﾞﾝﾄ] 10mﾀﾞｯｼｭ大会 外遊び教室 かけっこ＆陸上教室

梅美台小学校 鴻ノ池陸上競技場 (鴻)外周 【変更】木津小⇒鴻ノ池外周
　17:00～18:30 午前開催　詳細は別途案内 　17:00～18:30 17：30～19:00

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 17:30～18:10 王寺南小学校 (鴻)競技場

　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) 19:20～20:50
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

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

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(又は鴻ノ池外周)

　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。

  　　

 【梅美台小学校へお越しになられる保護者の皆様へ】

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

【イベント】　11/23(祝火)に10mﾀﾞｯｼｭ大会のイベントを鴻ノ池陸上競技場で午前中に開催予定です。詳細は別途ブログ等でお知らせします。

コロナ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。　木津小教室は工事の関係でしばらく鴻ノ池の外周で活動します。

ている場合は、追加の月会費不要で参加可能です。夜の陸上教室は小学1年生以上の兄弟姉妹や保護者と同時の参加があれば、年中児以上から参加可能です。ファミリー教室は保護者と同

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

【ﾌｧﾐﾘー教室】　11月から今年度末(2022年3月)までは、毎週土曜日に鴻ノ池、月に1回日曜日に生駒市の施設で活動予定です。（別紙にてご案内）

時の参加があれば年少児から参加可能です。

【幼児＆かけっこ教室】　11/4(木)は、17時まで雨天走路が使用できないため、雨天走路横や外周を使用して活動します。

【夜の陸上教室とファミリー教室について】　月、火、木、金の夜の陸上教室と、土曜日のファミリー教室は、いずれかの教室(キッズスポーツ教室のAまたはBのみの登録を除く)にご登録いただい

ＦＩＥＬＤ　ＫＩＤＳ　2021年11月の活動予定日(2021年10月25日修正　赤字＝修正箇所)    ※（鴻）＝鴻ノ池運動公園

※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】　11/29(月)は梅美台小学校の持久走大会の予備日に当たっています。小学校が使用できない場合は鴻ノ池外周に変更します。

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。

　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



                 2021 年 10 月 23 日 

 

2021 年 11 月以降のファミリー教室の活動日等についてのお知らせ 

 

日頃より、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。この度は木津小学校の工事の影響に伴い、

今後のファミリー教室の活動日等についてお知らせをいたします。 

現在のファミリー教室は 2019 年に「生駒ファミリー教室」として月に 2回活動する形式で活動を開始いたしました(当時、奈

良県の北部地域の中で、夜間照明のあるグラウンドで週末も使用できる施設を探していたところ、毎週ではありませんが生駒市

の施設が使用可能であったため)。その後、2021 年 4 月からは土曜日も鴻ノ池陸上競技場が使用できる日が出てきたため(19 時

以降限定)、より多くの皆さまにたくさんの回数を継続してご参加いただけるように、2021 年 4 月からは生駒市の施設と鴻ノ池

を併用しながら、月に 2回であった活動回数から、毎週活動する形式へと変更して活動を続けて参りました。生駒市の施設で活

動するときは 17 時 30 分から 19 時まで、鴻ノ池で活動するときは 19 時 20 分から 20 時 50 分とさせていただいています(ファミ

リー教室が生駒市の施設で活動を開始したということもあり、生駒周辺にお住まいの方もおられるため、生駒方面での活動日を

設定させていただいています)。 

土曜日はファミリー教室の前の時間帯に、木津小学校を活動場所としている木津小教室の活動がございます。木津小教室は

14 時 10 分から 15 時 40 分という活動時間で行ってきており、その後の時間帯にファミリー教室を設定しております。しかし、

昨今の新型コロナウイルスの流行により、木津川市の運動施設が使用停止になったり、その他、木津小学校に長期間の工事が入

ったりするなど、予測の難しい状況が発生して参りました(木津小学校は当初、工事期間中に関して、使用範囲は狭くなります

が、使用できる日もあるということでした。現在は学校活動以外での使用が停止されています)。これまでにも木津小学校が学

校行事などで使用できなかった場合は、近隣の施設(高の原小学校など)を使用してきましたが、他の団体が使用されることもあ

り、毎週使用できるという状況にはございません。そこで、木津小学校が使用できない期間は、鴻ノ池陸上競技場の外周で活動

を行う形を取らせていただいていますが、土曜日は鴻ノ池で陸上の大会やサッカーの試合が 17 時ごろまで組まれていることが

多く、外周には人や車両の出入りが多くなっております。さらに、気候の良い季節の日中は、一般の利用者も多くなり、混雑す

る日が多くなっております。それらを避けるため、当面の間は木津小教室の時間帯を 17 時 30 分から 19 時までに設定をさせて

いただくことにさせていただいています。それに伴い、ファミリー教室を生駒市の施設で行う場合は、土曜日に 17 時 30 分から

19 時に行うことが難しくなり、そのため、ここ数ヶ月は土曜日から日曜日に振替えて、生駒市の施設での活動を設定すること

が多くなっております（2021 年 8 月、9 月、10 月は日曜日に振替えて活動）。木津小学校の工事は 2022 年の 3 月末ごろまで予

定されており、その期間は上記の状態が続くことになります。 

しかし、土曜日のファミリー教室の鴻ノ池での活動が定着してきたこともあり、土曜日であれば参加できるが、日曜日に振替

えて生駒市の施設で活動があった場合は、予定が合わず参加が難しいというご家庭もございます。そこで、2021 年 11 月以降、

ファミリー教室は原則として、土曜日の鴻ノ池での活動(19 時 20 分から 20 時 50 分)で固定をし、それに加えて月 1回程度、日

曜日に生駒市の施設で行う日を設けたいと考えています。ただし、大会などの関係で土曜日に鴻ノ池の施設が使用できない場合

もあるので、その場合は日曜日に振替えて活動を行う場合もございます(日曜日は競技場内が使用できないため、外周での活動

となります)。基本的に土曜日は鴻ノ池陸上競技場内を使用予定ですが、月に 1 回程度、施設の管理者が土曜日に不在となる日

が出てくるため、その際は競技場内には入らず、雨天走路や外周を使用する場合がございます。生駒市の施設も、他の団体の使

用の関係で日曜日に活動できない月が出てくる可能性がありますので、その場合は、翌月の空いている日曜日に振り替えるなど

の対応を取らせていただく場合もございます。 

2021 年 11 月から今年度末となる 2022 年 3 月までは上記の内容（ファミリー教室は土曜日に鴻ノ池で固定することに加え、

月に 1回程度、日曜日に生駒市の施設で活動）で進めさせていただきたいと考えております（来年度以降は、今後の会員の皆さ

まの土曜日、日曜日の参加状況などから、来年度も同じ形式で進めるか、ファミリー教室を土曜日の鴻ノ池で一本化させるかを

検討させていただきます）。また、今後は 12 月に鴻ノ池で奈良マラソンが控えており、1 週間から 10 日間程度、鴻ノ池が使用

できない日が出てきたり、その他の施設においても、新型コロナウイルスの影響で使用できない場合も出てきたりする可能性も

ございます。流動的な部分が多々あり、会員の皆さまにご迷惑をおかけすることも出てくるかと思います。年度の途中で上記の

ような変更がでてきてしまい、誠に申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

どの施設においても同じことが起こりえることですが、数年の周期で改修や補修といった工事が発生して参ります。事前に把

握できる場合もあれば、急な工事も入ってくる場合もございます。そのような状況となった際には、臨機応変に対応を取ってい

きたいと考えおります。 

今後も、できるだけ多くの皆さまに参加していただきやすい教室運営を模索して参りたいと思いますので、何卒、ご理解とご

協力をお願いいたします。不明がございましたら、コーチ（丹羽敦巳）までお問合せください。よろしくお願いいたします。 

 


