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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。 

     平成 30 年 3 月末日現在の個人維持会員数は 67 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29年度 

中に12回発行した。web上でも一般公開している。（317、318、319、320、321、322、323、324、 

325、326、327、328号）機関誌「イタリアーナ」は今年度発行せず。 

 

317号（平成29年4月号）  

・イタリア再発見「ナポリの哲学者」 國司航佑 

・ローマで双子育児⑥ 浅田朋子 

318号（平成29年5月号）  

・素晴らしき自転車レース「イタリア語でレース観戦」 谷口和久 

・イタリア通信「ブッダとネットと進化論」 深草真由子 

319号（平成29年6月号）  

・カルヴィーノとアーティチョーク「ズヴェーヴォと『ゼーノの意識』」 堤康徳 

・ローマ滞在日記「映画からわかるイタリア」 二宮大輔 

320号（平成29年7月号）  

・イタリア民話の世界⑨ 剣持弘子 

・ローマで双子育児⑦ 浅田朋子 

321号（平成29年8月号）  

・イタリア通信「あるドイツ人についての記憶」 深草真由子 

・素晴らしき自転車レース「一本足の自転車乗り」 谷口和久 

322号（平成29年9月号）  

・ひとりのバイオリン職人ができるまでの道 ～クレモナでの弦楽器製作～ 池渕考介 

・ローマ滞在日記「フェルトリネッリでつかまえて」 二宮大輔 

323号（平成29年10月号）  

・カルヴィーノとアーティチョーク「ヒアリとアルゼンチンアリ」 堤康徳 

・レオパルディと≪イタリア≫  國司航佑 

324号（平成29年11月号）  

・イタリア留学で学んだ"聞くこと""話すこと"の大切さ① 古久保希 

・ローマで双子育児⑧ 浅田朋子 

325号（平成29年12月号）  

・イタリア留学で学んだ"聞くこと""話すこと"の大切さ② 古久保希 

・イタリア通信「未来の女性たちへ無限大の夢を」 深草真由子 



326号（平成30年1月号）  

・ひとりのバイオリン職人ができるまでの道 ～帰国編～ 池渕考介 

・ローマ滞在日記「フォッソリへ続く一本道」 二宮大輔 

327号（平成30年2月号）  

・カルヴィーノとアーティチョーク「動物の言語」 堤康徳 

・素晴らしき自転車レース「アシスト選手の悲哀」 谷口和久 

328号（平成30年3月号）  

・レオパルディ 「無限」國司航佑 

・ローマで双子育児⑨ 浅田朋子 

 

（２） 教育活動 

 

・イタリア語クラス（受講生 4 名～） 

 4 月 7 日～ 6 月 22 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 10 日～ 9 月 26 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 11 日～12 月 19 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 15 日～ 3 月 28 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29年度クラスレッスンの受講生数は、前年度比10%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 25 122（ 95%） 6 30（ 67%） 31 152（ 88%） 

夏期講座 24 111（ 92%） 8 35（117%） 32 146（ 97%） 

秋期講座 24 109（ 85%） 7 32（107%） 31 141（ 89%） 

冬期講座 22 102（ 85%） 7 33（ 92%） 29 135（ 87%） 

合  計 95 444（ 89%） 28 130( 92%） 123 574（ 90%） 

 

・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 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 

平成 29 年度 6,780 千円 

 

 

 



・実用イタリア語検定試験受付 

  秋試験受付（平成 29 年 8 月）14 件、春試験受付（平成 30 年 1 月）9 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23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） 33名 

平成29年6月2日、6月9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：ルカ・カルテリ 

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） 

 

「イタリア現代小説の今 ～ローマ散歩編～（食事付きセミナー）」・・・参加者  12名 

平成29年9月18日  京都本校 講師：二宮 大輔（翻訳家）  

受講料：4,000円（受講生・一般）、3,000円（個人維持会員）  

 

 

（４）資料室活動 

平成 29 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 

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） 

29 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） 

 

 



（５）留学支援活動 

留学生数は前年度比減少した。一方、平成 28 年度はゼロだった長期留学生（1 年超）が 

平成 29 年度は 5 名となったため、留学収入は対前年度比大幅増加した。 

会計年度 留学生数 留学収入 

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 

平成 29 年度 14 名 1,466 千円 

 

（６）その他の活動 

  平成 29 年 4 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 5 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 5 月 京都ｸﾗｳﾃﾞｨｵ・ﾓﾝﾃｳﾞｪﾙﾃﾞｨ合唱団第 59 回定期演奏会名義後援 

平成 29 年 5 月 京都ｸﾗｳﾃﾞｨｵ・ﾓﾝﾃｳﾞｪﾙﾃﾞｨ合唱団マントヴァ室内楽フェスティバル名義後援 

  平成 29 年 7 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 9 月 イタリア語卒業証書翻訳（個人） 

  平成 29 年 9 月 大阪コレギウム・ムジクム第 118 回定期公演名義後援 

  平成 29 年 9 月 宮崎日伊協会 第 17 回日伊科学技術国際会議 2017 名義後援 

  平成 29 年 10 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 11 月 京都ｸﾗｳﾃﾞｨｵ・ﾓﾝﾃｳﾞｪﾙﾃﾞｨ合唱団第 60 回定期演奏会名義後援 

  平成 29 年 12 月 ㈱アクアラボラトリーズ イタリア語 web サイト翻訳業務 

平成 30 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 

 

 

（７）収益事業活動 

   平成 30 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 

   平成 29 年度、以下のテナントが新規に入居した。 

平成 30 年 1 月 201 号室 A.I.システム研究所㈱（仲介：㈱エリッツ） 

平成 30 年 1 月 202 号室 A.I.システム研究所㈱（仲介：㈱エリッツ） 

平成 30 年 1 月 203 号室 A.I.システム研究所㈱（仲介：㈱エリッツ） 

平成 30 年 1 月 204 号室 A.I.システム研究所㈱（仲介：㈱エリッツ） 

平成 30 年 1 月 205 号室 A.I.システム研究所㈱（仲介：㈱エリッツ） 

平成 30 年 1 月 206 号室 エンゼル・ジャパン㈱（仲介：㈱エリッツ） 

平成 30 年 2 月 303 号室 角田龍平（仲介：㈱エリッツ） 

   平成 30 年 3 月 304 号室 Team Energy㈱（仲介：住友不動産販売㈱） 

 

 

 



（８）公益活動事業のために現在賃借中の物件 

   平成 30 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。 

 

 

３．29 年度事業収支状況 

 

（１）事業損益 

    会費収入            526 千円 

公益事業収入    30,010 千円 

    収益事業収入    19,798 千円 

    その他収入          3 千円 

        収入合計      50,337 千円・・・・・① 

 

    公益事業費     17,688 千円 

    事業費        24,804 千円 

    管理費        1,339 千円 

    支出合計       43,831 千円・・・・・②    ①－②  6,506 千円・・・・③ 

 

（２）事業外費用 

 退職給付費用         1,125 千円 

 減価償却費           4,015 千円 

    支出合計       5,140 千円・・・・・④ 

 

（３）正味財産増減 

    事業損益         6,506 千円・・・・・③ 

    事業外損益      △5,140 千円・・・・・④ 

    当期正味財産増減    1,367 千円 

 

 

 

以 上 


