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公益財団法人日本イタリア会館 

 

 

 

 

 



１．募金事業 

法人維持会員は無し。 

     2021 年 3 月末日現在の個人維持会員数は 37 名。 

 

２．公益事業活動 

 

（１） 出版活動 

個人維持会員および語学講座受講生を配布対象とする財団会報誌『コレンテ』は、2020年度 

中に12回発行した。web上でも一般公開している。（353、354、355、356、357、358、359、360、 

361、362、363、364号） 

 

353号（2020年4月号）  

・イタリア食文化紀行 ～シエナ編～ 岡本勇志 

・レオパルディとキリスト教 國司航佑 

354号（2020年5月号）  

・ヴェーレに恋して 二宮大輔 

・ペンフレンドのよもやま話 竹田理乃 

355号（2020年6月号）  

・イタリア食文化紀行 ～シエナ編２～ 岡本勇志 

・ラファエッロをおもう 深草真由子 

356号（2020年7月号）  

・『デカメロン』とペスト 堤康徳 

・スピードと未来派 谷口和久 

357号（2020年8月号）  

・『断想集』とペシミズムの効用 國司航佑 

・ローマで双子育児⑮ 浅田朋子 

358号（2020年9月号）  

・イタリア食文化紀行 ～ボローニャ編～ 岡本勇志 

・ジョルダーノとアガンベン 二宮大輔 

359号（2020年10月号）  

・Una vacanza sabbatica ①「リナシメント」 緋月まや 

・こんな夏には《お話あそび》を 竹田理乃 

360号（2020年11月号）  

・イタリア食文化紀行 ～ヴェローナ編～ 岡本勇志 

・きれいになった大通りを歩こう 深草真由子 

 

 



361号（2020年12月号）  

・私のイタリア語学習 ～イタリア旅行を目標に～ 白石悦徳 

・ローマで双子育児⑯ 浅田朋子 

362号（2021年1月号）  

・Una vacanza sabbatica ②「クリスマスリキュールの甘い夢」 緋月まや 

・呪縛を解かれた現代詩の行方 二宮大輔 

363号（2021年2月号）  

・古典的なおとぎ話から踏み出すあそび 竹田理乃 

・ヴィンテージの魅力 谷口和久 

364号（2021年3月号）  

・ローズマリーの花のように 堤康徳 

・イタリア食文化紀行 ～番外編： 皿洗いのおっさん～ 岡本勇志 

 

（２） 教育活動 

・イタリア語クラス（受講生 4 名～） 

 春期講座は緊急事態宣言のため全クラス休講 

 7 月 6 日～ 9 月 19 日 （夏期講座）京都本校・四条烏丸・梅田校 全 10 回 初級～上級 

  10 月 5 日～ 12 月 15 日 （秋期講座）京都本校・四条烏丸・梅田校 全 10 回 初級～上級 

 1 月 12 日～ 3 月 23 日 （冬期講座）京都本校・四条烏丸・梅田校 全 10 回 初級～上級 

※いずれも本講座開講前に無料体験レッスンを実施した 

 

2020年度クラスレッスンの受講生数は、新型コロナ禍により前年度比55%の減少となった。 

（カッコ内は対前年同期比） 

 京都 大阪 合計 

ｸﾗｽ 人数 ｸﾗｽ 人数 ｸﾗｽ 人数 

春期講座 - -（ - %） - -（ - %） - -（ - %） 

夏期講座 17 61（ 65%） 3 10（ 36%） 20 71（ 58%） 

秋期講座 16 68（ 69%） 3 10（ 40%） 19 78（ 63%） 

冬期講座 17 66（ 68%） 3 9（ 36%） 20 75（ 61%） 

合  計 50 195（ 50%） 9 29 ( 28%） 59 224（ 45%） 

 

・イタリア語プライベートレッスン・グループレッスン（受講生 1 名～3 名） 

  随時開講 京都本校・梅田校 全 10 回 初級～上級 

 

   《過去 5 年の年度別プライベートレッスン・グループレッスン受講料収入の推移》 

2016 年度 5,358 千円 

2017 年度 6,780 千円 

2018 年度 6,788 千円 

2019 年度 7,121 千円 

2020 年度 5,330 千円 



・実用イタリア語検定試験受付 

  秋試験受付（2020 年 8 月）9 件、春試験受付（2021 年 1 月） 10 件 

 

・スペイン語・ポルトガル語・ラテン語講座 

  プライベート・グループレッスンを中心に京都本校で随時開講した。 

 

（３） 文化活動 

【講演会等】 

新型コロナ禍のため対面の講演会は行わなかったが、YouTube チャンネルを立ち上げ、文化講演、

文法講座、リスニング等の動画を配信した。（以下配信順） 

 

・リスニング編 マルコ・ネンチェッティ 

・文法編 天野惠 

・「ライフ・イズ・ビューティフル」以降のイタリア映画史 二宮大輔 

・レオパルディを読もう 國司航佑 

・知って得するイタリア語 アレッサンドロ・メロラ、杉栄子 

 

 

（４）資料室活動 

2020 年度の資料貸出状況は以下のとおりである。 

 書籍 

 

DVD・ビデオ CD 合計 

2016 年度 231 

（うち梅田 10） 

230 

（うち梅田 26） 

24 

（うち梅田 0） 

485 

（うち梅田 36） 

2017 年度 298 

（うち梅田 27） 

202 

（うち梅田 10） 

1 

（うち梅田 0） 

501 

（うち梅田 37） 

2018 年度 400 

（うち梅田 20） 

214 

（うち梅田 9） 

12 

（うち梅田 0） 

626 

（うち梅田 29） 

2019 年度 529 

（うち梅田 19） 

174 

（うち梅田 23） 

14 

（うち梅田 1） 

717 

（うち梅田 43） 

2020 年度 245 

（うち梅田 3） 

75 

（うち梅田 3） 

9 

（うち梅田 0） 

329 

（うち梅田 6） 

 

（５）留学支援活動 

  2020 年度は新型コロナ禍のため留学０であった。 

会計年度 留学生数 留学収入 

2016 年度 23 名   461 千円 

2017 年度 14 名   1,466 千円 

2018 年度 10 名 310 千円 

2019 年度 10 名 255 千円 

2020 年度  0 名   0 千円 



（６）収益事業活動 

   2021 年 3 月末日時点のテナント・月極駐車場契約は別紙のとおり 

 

（７）公益活動事業のために現在賃借中の物件 

   2021 年 3 月末日時点 

・大阪梅田校  大阪市北区梅田 1 丁目 11 番 4-800 号 大阪駅前第 4 ビル 8 階  

73.86 平方メートル 

           貸主 株式会社スプリング・リーシング 

    

・四条烏丸   京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町 262 ウイングス京都 

           貸主 公益財団法人京都市男女共同参画推進協会 

※平日夜間の語学講座において、教室を時間借している。 

 

（８）新型コロナウイルス感染症関連 

  ＜感染症対策＞ 

・2020 年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで春期講座を休講した。 

・2020 年 4 月 1 日から 5 月 31 日までプライベート・グループレッスンを休講した。 

・2020 年 4 月 1 日から 5 月 31 日まで梅田校を閉館した。 

・2020 年 4 月 1 日から 5 月 31 日まで京都本校資料室を閉館した。 

  ・2020 年 7 月 1 日以降は京都本校、梅田校にアクリルパーテション、非接触型体温計を設置し、 

   講師・生徒にはマスク着用を義務付け、原則窓は開放（梅田校は空気洗浄機設置）して授業を 

   行った。 

 

休講・休館に伴い個人維持会員の会員期限、プライベート・グループレッスンの有効期限を 3 ヶ 

月延長した。（1 年→1 年 3 ヶ月） 

 

＜行政からの助成金＞ 

  ・持続化給付金受給                     2,000 千円 

  ・大阪休業要請外支援金受給                  500 千円 

  ・京都市事業用家屋・償却資産に係る固定資産税等特例軽減措置  373 千円 

 

   職員（家族含む）・講師・受講生からの感染情報は今までのところなし。 

   

 

３．その他の活動 

  2020 年 04 月～05 月  関西のイタリア研究者による 

オンラインライブ講座「～で学ぶイタリア語」名義後援 

2021 年 01 月     宮津市役所会議通訳 



４．会館修繕等 

  ＜予算計上済主要案件＞ 

  ・共用部非常用照明の LED 化                     1,365 千円 

  ・中央階段および 3 階廊下のタイル貼り替え              2,258 千円 

  ・地下汚水槽の廃止                          676 千円 

  ・1 階西側玄関ガラス戸の設置（ファイバーグレーチング設置は取りやめ）1,210 千円 

    計                             5,509 千円       

 

  ＜予算未計上主要案件＞ 

  ・正面玄関シャッターの修理                      480 千円 

  ・エアコン修理                            715 千円 

      計                             1,195 千円 

 

  上記工事資金として修繕積立資金 6,000 千円を取り崩し 

 

  ＜ソフトウエア更新＞ 

  ・法人会計ソフト 5 年クラウド契約    935 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．2020 年度事業収支状況 

 

（１）事業損益 

    会費収入            158 千円 

公益事業収入    14,220 千円 

    収益事業収入    32,630 千円 

    その他収入         3,008 千円 

        収入合計      50,016 千円・・・・・① 

 

    公益事業費     11,824 千円 

    事業費        36,806 千円 

    管理費        1,489 千円 

    支出合計       50,119 千円・・・・・②    ①－②  △103 千円・・・・③ 

 

（２）事業外費用 

 退職給付費用         1,125 千円 

 減価償却費           5,694 千円 

    支出合計             6,819 千円・・・・・④ 

 

（３）実質キャッシュフロー 

    事業損益               △103 千円・・・・・③ 

    事業外損益         6,819 千円・・・・・④ 

    キャッシュフロー増減   6,716 千円 

 

以 上 


