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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、裏千家の 1 社。 

     平成 29 年 3 月末日現在の個人維持会員数は 95 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、平成28年度 

中に12回発行した。web上でも一般公開している。（305、306、307、308、309、310、311、312、 

313、314、315、316号） 

 

305号（平成28年4月号）  

・イタリア再発見「イタリアってなんだ？（前篇）」國司航佑 

・素晴らしき自転車レース「イタリアを走ろう！」谷口和久 

306号（平成28年5月号）  

・ローマ滞在日記「ムッソリーニ通りができるとき」二宮大輔 

・イタリア通信「マフィアのことば」深草真由子 

307号（平成28年6月号）  

・カルヴィーノとアーティチョーク「ある兵士の冒険」 堤康徳 

・ローマで双子育児③ 浅田朋子 

308号（平成28年7月号）  

・イタリア民話の世界「民話を訪ねる旅５」 剣持弘子 

・素晴らしき自転車レース「イタリアの２つの側面」谷口和久 

309号（平成28年8月号）  

・ローマ滞在日記「ダル・ヴェルメでライブをした話」二宮大輔 

・イタリア再発見「イタリアってなんだ？（後篇）」國司航佑 

310号（平成28年9月号）  

・ローマで双子育児④ 浅田朋子 

・イタリア通信「西洋人が見たイスラーム」深草真由子 

311号（平成28年10月号）  

・カルヴィーノとアーティチョーク「もうひとりのイタロの町、トリエステ」 堤康徳 

・イタリア民話の世界 「民話を訪ねる旅６」 剣持弘子 

312号（平成28年11月号）  

・ローマ滞在日記「フィルメーナ！」二宮大輔 

・素晴らしき自転車レース「ステルヴィオ峠」谷口和久 

313号（平成28年12月号）  

・ローマで双子育児⑤ 浅田朋子 

・イタリア再発見「続イタリアってなんだ？」國司航佑 



314号（平成29年1月号）  

・イタリア通信 「ヴィオラ・ディ・グラード『鉄の子どもたち』」 深草真由子 

・素晴らしき自転車レース「歌の中の自転車レース」谷口和久 

315号（平成29年2月号）  

・カルヴィーノとアーティチョーク「トリエステの詩人、ウンベルト・サーバの古書店」 堤

康徳 

・ローマ滞在日記「マリオ・ヴァッターニDOROMIZUとオリエンタリズム」二宮大輔 

316号（平成29年3月号）  

・イタリア民話の世界「イタリア民話の旅７」 剣持弘子 

・「スピーチコンテストに参加して」 石川美智子 

 

（２） 教育活動 

 

・イタリア語クラス（受講生 4 名～） 

 4 月 4 日～ 6 月 18 日 （春期講座）京都本校・四条烏丸・梅田校 全 10 回 初級～上級 

 7 月 4 日～ 9 月 20 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 13 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 

 

平成28年度クラスレッスンの受講生数は、前年度比6%の減少となった。 

 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 23 128（107%） 11 45（ 96%） 34 173（104%） 

夏期講座 24 121（ 98%） 8 30（ 60%） 32 151（ 87%） 

秋期講座 25 128（113%） 7 30（ 60%） 32 158（ 97%） 

冬期講座 24 120（ 95%） 8 36（ 69%） 32 156（ 88%） 

合  計 96 497（103%） 34 141( 71%） 130 638（ 94%） 

 

・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》 

平成 24 年度 8,198 千円 

平成 25 年度 8,448 千円 

平成 26 年度 8,030 千円 

平成 27 年度 6,660 千円 

平成 28 年度 5,358 千円 

 

 



・実用イタリア語検定試験受付 

  秋試験受付（平成 28 年 8 月）20 件、春試験受付（平成 29 年 1 月）11 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】 

 

「第22回カンツォーネ講習会～イタリアの歌をみんなで一緒に歌いましょう！～」 

・・・参加者（のべ） 27名 

平成28年6月3日、6月10日 京都本校  

歌唱指導：山本隆子 ピアノ伴奏：岩坂富美子 

発音指導：レオナルド・タルキアーニ 

受講料：  2日5,000円（受講生・一般）、1日4,000円（個人維持会員） 

1日3,000円（受講生・一般）、1日2,500円（個人維持会員） 

 

「ベネデット・クローチェとは何者か」・・・参加者  18名 

平成28年6月24日  京都本校 講師：國司 航佑（京都外国語大学講師）  

受講料：1,500円（受講生・一般）、500円（個人維持会員）  

 

「地獄の建築学 ～ルネサンス期フィレンツェの『神曲』〈地獄篇〉解釈」・・・参加者 12名 

平成29年1月21日  京都本校 講師：星野 倫（京都大学大学院文学研究科）  

受講料：1,500円（受講生・一般）、500円（個人維持会員） 

 

「『インフェルノ』を３倍楽しむフィレンツェ案内」・・・参加者 12名 

平成29年3月25日  京都本校 講師：松本典昭（阪南大学教授）  

受講料：1,500円（受講生・一般）、500円（個人維持会員） 

 

 

 

 

 

 

 



（４）資料室活動 

平成 28 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 

24 年度 470 

（うち梅田 103） 

265 

（うち梅田 66） 

27 

（うち梅田 0） 

762 

（うち梅田 169） 

25 年度 448 

（うち梅田 65） 

274 

（うち梅田 50） 

25 

（うち梅田 0） 

747 

（うち梅田 115） 

26 年度 323 

（うち梅田 24） 

312 

（うち梅田 52） 

26 

（うち梅田 6） 

661 

（うち梅田 82） 

27 年度 235 

（うち梅田 13） 

209 

（うち梅田 38） 

15 

（うち梅田 3） 

459 

（うち梅田 54） 

28 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） 

 

（５）留学支援活動 

  平成 28 年度は留学生数がやや回復したものの、留学期間短期化の影響で、 

留学収入は対前年度で減少した。 

会計年度 留学生数 留学収入 

平成 24 年度 33 名 2,444 千円 

平成 25 年度 28 名 1,404 千円 

平成 26 年度 37 名 1,524 千円 

平成 27 年度 16 名   563 千円 

平成 28 年度 23 名 461 千円 

 

（６）その他の活動 

平成 28 年 7 月 インターネットバンキングサポート業務（個人） 

平成 28 年 6 月 同志社国際中学校 作文翻訳業務 

平成 28 年 11 月 枚方市中央図書館 言語で楽しむおはなし会 イタリア語講師よみきかせ派遣 

平成 28 年 12 月 同志社国際高等学校 作文翻訳業務 

平成 28 年 12 月 京都ｸﾗｳﾃﾞｨｵ・ﾓﾝﾃｳﾞｪﾙﾃﾞｨ合唱団第 58 回定期演奏会名義後援 

平成 29 年 1 月 ㈱日本商標登録センター イタリア語スペルチェック業務 

平成 29 年 2 月 同志社国際高等学校 作文翻訳業務 

平成 29 年 3 月 京都市立銅駝美術工芸高等学校 イタリア研修サポート 

 

＜イタリア中部地震被災者のための義捐金寄付について＞ 

  平成 28 年 8 月 24 日に発生したイタリア中部地震被災者のための義捐金として、 

50,000 円を拠出し寄付した。 

財団からの寄付  50,000 円 

   窓口での募金  19,115 円 

振込手数料     △540 円 

合計寄付額  68,575 円 



（７）収益事業活動 

   平成 29 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 

 

（８）公益活動事業のために現在賃借中の物件 

   平成 29 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。 

 

３．28 年度事業収支状況 

 

（１）事業損益 

    会費収入            724 千円 

公益事業収入    30,237 千円 

    収益事業収入    17,247 千円 

    その他収入          9 千円 

        収入合計      48,217 千円・・・・・① 

 

    公益事業費     17,383 千円 

    事業費        31,794 千円 

    管理費        1,498 千円 

    支出合計       50,675 千円・・・・・②    ①－②  △2,458 千円・・・・③ 

 

（２）事業外費用 

 退職給付費用         1,125 千円 

 減価償却費           4,198 千円 

    支出合計       5,323 千円・・・・・④ 

 

（３）正味財産増減 

    事業損益       △2,458 千円・・・・・③ 

    事業外損益      △5,323 千円・・・・・④ 

    固定資産撤去支出   △405 千円 

    当期正味財産増減  △8,186 千円 

 



（４）理事・評議員・監事との収支 

   ＜収入＞ 

    理事長 天野 恵  300,000 円（月極駐車場使用料として） 

   ＜支出＞ 

    理事長 天野 恵 530,860 円 

（語学講座講師料 512,000 円、交通費 18,860 円） 

理事 立元義弘（スタジオ アルコミット）  23,000 円 

（翻訳料 18,000 円、交通費 5,000 円） 

以 上 


