
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 競技場練習会
木津城址公園 (鴻)雨天走路or外周 ラボーナ高山（フットサル場） 鴻ノ池補助競技場
16:00～17:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00 9：30～11:30

外遊び教室 かけっこ＆陸上教室
(鴻)外周 【変更】木津小⇒鴻ノ池外周

　17:00～18:30 17：30～19:00
キッズスポーツ教室A・B
A (鴻）外周 17:30～18:10
B (鴻）外周 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 (鴻)外周
2部 (鴻)外周 20:10～20:50 2部 (鴻)外周 20:10～20:50 19:20～20:50

5 6 7 8 9 10 11
少年少女陸上大会 かけっこ＆陸上教室 陸上教室 陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室

橿原公苑陸上競技場 梅美台小学校 ラボーナ高山（フットサル場） 木津城址公園 (鴻)雨天走路or外周 ラボーナ高山（フットサル場）

午前7時45分集合 　17:00～18:30 　17:00～18:00 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 【変更】木津小⇒鴻ノ池外周

　17:00～18:30 17：30～19:00
キッズスポーツ教室A・B
A (鴻）外周 17:30～18:10
B (鴻）外周 18:20～19:00

夜の陸上教室 夜の陸上教室 夜の陸上教室 夜の陸上教室 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 (鴻)外周
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 19:20～20:50

12 13 14 15 16 17 18
かけっこ＆陸上教室 陸上教室 陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室

梅美台小学校 ラボーナ高山（フットサル場） 木津城址公園 (鴻)雨天走路or外周 ラボーナ高山（フットサル場）

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

急遽変更等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。　

※木津小学校は校舎の工事で使用不可（2023年3月末に終了予定、ただし、一般利用の再開日は未定）のため、当面の間は鴻ノ池の雨天走路や外周を使って活動します。

鴻ノ池陸上競技場の改修工事が行われているため、2023年4月末ごろまで競技場は使用不可となっています。この間は外周等で活動を行います。

鴻ノ池の補助競技場は使用できる日がありますので、補助競技場での練習会を設定しています。詳細はブログ等でご確認ください。

※梅美台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】 3/20(月)は小学校の卒業式が行われるため出入り不可となります。この日は鴻ノ池外周に場所を変更して活動します。

3月上旬に新年度（2023年4月～）のご案内の書類を配布予定です。

ＦＩＥＬＤ　ＫＩＤＳ　2023年3月の活動予定日(2023年3月1日変更版)   ※（鴻）＝鴻ノ池運動公園

(鴻)外周 【変更】木津小⇒鴻ノ池外周

　17:00～18:30 17：30～19:00
キッズスポーツ教室A・B
A (鴻）外周 17:30～18:10
B (鴻）外周 18:20～19:00

夜の陸上教室 夜の陸上教室 夜の陸上教室 夜の陸上教室 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 (鴻)外周
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 19:20～20:50

19 20 21 22 23 24 25
ふれあいマラソン かけっこ＆陸上教室 陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室 競技場練習会

まほろば健康パーク 【変更】梅美⇒鴻ノ池外周 祝日のため各教室お休み 木津城址公園 (鴻)雨天走路or外周 ラボーナ高山（フットサル場） 鴻ノ池補助競技場
午前7時45分集合予定 　17:00～18:30 16:00～17:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00 13：30～16:30

【ｲﾍﾞﾝﾄ】ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ祭り 外遊び教室 かけっこ＆陸上教室
加茂文化センター (鴻)外周 【変更】木津小⇒鴻ノ池外周

14：30～19：00 　17:00～18:30 17：30～19:00
キッズスポーツ教室A・B
A (鴻）外周 17:30～18:10
B (鴻）外周 18:20～19:00

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 (鴻)外周
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 19:20～20:50

26 27 28 29 30 31
かけっこ＆陸上教室 陸上教室 陸上教室 幼児&かけっこ教室 陸上教室

梅美台小学校 ラボーナ高山（フットサル場） 木津城址公園 (鴻)雨天走路or外周 ラボーナ高山（フットサル場）

　17:00～18:30 　17:00～18:00 16:00～17:00 　16:00～17:00　 　17:00～18:00
外遊び教室

(鴻)外周
　17:00～18:30

キッズスポーツ教室A・B
A (鴻）外周 17:30～18:10
B (鴻）外周 18:20～19:00

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

※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。

 ※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。

  　　
は必要ございません）していただける制度を取らせていただいていますので、この制度を各ご家庭の状況に合わせてご利用ください。　夜の陸上教室は年中児以上のお子さまが対象です。
【夜の陸上教室について】　フィールドキッズではお休みされた際の、他の日への振替といった制度の設定はしておりません。振替制度の代わりに、夜の陸上教室へフリー参加（追加の月会費

※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1～2時間前

※祝日、お盆、年末年始は活動を休みます。原則、フィールドキッズではお休みの際の振替日等の設定はございませんので、各ご家庭の状況
　に合わせて夜の陸上教室をご利用ください。

　 程度にお知らせいたしますが、活動開始直前や活動中に警報が発令された場合などは現場のコーチの指示に従って行動をお願いいたします。 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】
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

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

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



2023.2.21 

2023 年 3 月・4 月の鴻ノ池補助競技場での練習会について       

 

 日頃より、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。2023 年 3 月・4 月の鴻ノ池補助競技場で

の練習会の日程が決まりましたので、お知らせをいたします。日程の詳細は下記の表をご確認ください。練習会への参加

のお申込みは必要ございませんので、練習会当日、直接現地までお越しください。会員登録済の保護者の方やアスリート

クラブの中学生・高校生もご参加いただけます。 

保護者の方で補助競技場内での見学を希望される場合は、当日、現地に入場されるまでに見学者用の登録フォームから

ご登録をお願いいたします。見学者が複数名おられる場合は、1 名ずつ別々にご登録いただくようにお願いいたします。

乳幼児のお子さまなどをお連れの場合なども含めて、全入場者のご登録をお願いいたします。お手数をおかけいたします

が、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、現在工事中の鴻ノ池陸上競技場は 2023 年 4 月末までの工期となっています。工事が終了し、競技場が使用可能

となりましたらお知らせをさせていただきます。 

 

 

【見学者用登録フォーム ⇒ https://forms.gle/uJCMsFMgRQ3fvYZ6A 】 

 

 

 

 

 

2023 年 3 月・4 月 補助競技場練習会 予定表 

 

 

 

 

 

※活動内容…100m の計測や走幅跳、ハードル、ジャベリックボール、リレーなどの種目練習を予定しています。 

※雨天時は中止する場合があります。中止の際はフィールドキッズのブログを通じてお知らせします。 

 

 

練習日 時間帯 

2022 年 3 月 4 日(土) 9:30～11:30(2 時間) 

2023 年 3 月 25 日(土) 13:30～16:30(3 時間) 

2023 年 4 月 23 日(日) 13:30～16:30(3 時間) 

 

見学者登録フォーム 


