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１．募金事業 

法人維持会員は無し。 

     平成 31 年 3 月末日現在の個人維持会員数は 69 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30年度 

中に12回発行した。web上でも一般公開している。（329、330、331、332、333、334、335、336、 

337、338、339、340号） 

 

329号（平成30年4月号）  

・わたしとロダーリ①「池に小石を投げ入れて」 竹田理乃 

・イタリア通信「うずまく不安とクセノフォビア」 深草真由子 

330号（平成30年5月号）  

・アカデミア留学記 ① ～汗かき入試編～ 内田好美 

・ローマ滞在日記「京都は巨大なルナ・パークか？」 二宮大輔 

331号（平成30年6月号）  

・カルヴィーノとアーティチョーク「動物の見る夢」 堤康徳 

・アカデミア留学記 ② ～新生活スタート編～ 内田好美 

332号（平成30年7月号）  

・レオパルディ 「ピエトロ・ジョルダーニ」 國司航佑 

・素晴らしき自転車レース「根付くということ」 谷口和久 

333号（平成30年8月号）  

・ローマで双子育児⑩ 浅田朋子 

・イタリア通信「カラーブリアにのこるビザンツの記憶」 深草真由子 

334号（平成30年9月号）  

・わたしとロダーリ②「リエート・フィーネは学校に」 竹田理乃 

・ローマ滞在日記⑭「私を"Lei"と呼ばないで」 二宮大輔 

335号（平成30年10月号）  

・カルヴィーノとアーティチョーク「河島英昭とチェーザレ・パヴェーゼ」 堤康徳 

・素晴らしき自転車レース「チャンピオンを作り上げた男」 谷口和久 

336号（平成30年11月号）  

・ローマで双子育児⑪ 浅田朋子 

・早過ぎる死を悼んで（１） 天野惠 
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337号（平成30年12月号）  

・レオパルディ 「初恋」 國司航佑 

・早過ぎる死を悼んで（２） 天野惠 

338号（平成31年1月号）  

・イタリア通信「カラーブリアの小さなユートピア」 深草真由子 

・わたしとロダーリ③「ベファーナを待つ子ども達」 竹田理乃 

339号（平成31年2月号）  

・「イタリア語を学んで」 石川美智子 

・ローマ滞在日記⑮「カルクッタと郊外」 二宮大輔 

340号（平成31年3月号）  

・イタリア食文化紀行 ～トーディ編～ 岡本勇志 

・素晴らしき自転車レース「隠修士の地 エレモ」 谷口和久 

 

（２） 教育活動 

・イタリア語クラス（受講生 4 名～） 

 4 月 9 日～  6 月 23 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 9 日～ 10 月 1 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 9 日～ 12 月 17 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 25 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30年度クラスレッスンの受講生数は、前年度比12%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 25 100（ 82%） 6 24（ 80%） 31 124（ 82%） 

夏期講座 24 99（ 89%） 7 27（ 77%） 31 126（ 86%） 

秋期講座 25 112（103%） 6 24（ 75%） 31 136（ 96%） 

冬期講座 24 102（100%） 5 19（ 58%） 29 121（ 90%） 

合  計 95 413（ 93%） 28 94 ( 72%） 123 507（ 88%） 

 

・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 
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   《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 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 

平成 30 年度 6,788 千円 

 

・実用イタリア語検定試験受付 

  秋試験受付（平成 30 年 8 月）12 件、春試験受付（平成 31 年 1 月） 8 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】 

 

「マルコ・ポーロを写本で読む ～食事付きセミナー～」・・・参加者  27名 

平成30年5月26日  京都本校 講師：高田 英樹  

受講料：3,500円（受講生・一般）、2,500円（個人維持会員）  

 

「第24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）23名 

平成30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：レオナルド・タルキアーニ、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） 

 

「西暦1501年 イタリア語元年」・・・参加者  11名 

平成30年6月16日  京都本校 講師：カルロ・プルソーニ（ペルージャ大学教授）  

受講料：1,500円（受講生・一般）、500円（個人維持会員）  

 

「バイオリン工房見学ツアー ～食事付きセミナー～」・・・参加者  45名 

平成30年11月10日  バイオリン工房クレモナ（大阪・枚方） 

講師：岩井 孝夫（バイオリン工房クレモナ代表）  

受講料：3,500円（受講生・一般）、2,500円（個人維持会員）   
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（４）資料室活動 

平成 30 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 

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） 

30 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） 

 

（５）留学支援活動 

  平成 30 年度は留学生数、留学収入ともに対前年で減少した。 

会計年度 留学生数 留学収入 

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 

平成 30 年度 10 名 310 千円 

 

（６）その他の活動 

平成 30 年 10 月 京都ｸﾗｳﾃﾞｨｵﾓﾝﾃｳﾞｪﾙﾃﾞｨ合唱団第 62 回定期演奏会名義後援 

平成 30 年 12 月 車イスﾌｪﾝｼﾝｸﾞﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ選手ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ通訳（報道ステーション） 

平成 31 年 3 月 京都ｸﾗｳﾃﾞｨｵﾓﾝﾃｳﾞｪﾙﾃﾞｨ合唱団第 63 回定期演奏会名義後援 

平成 31 年 3 月 戸籍翻訳（個人） 

平成 31 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 31 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 30 年度、以下のテナントが入退去した。 

 

   平成 30 年 8 月末日 地下室 田縁 真弓（JES） 退去 →2019 年に改装工事予定 

   平成 30 年 12 月末日 4 階  イタリア国立東方学研究所 退去 

   平成 31 年 1 月 18 日 4 階  ㈱リクルート 入居（仲介：㈱エリッツ） 
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（８）公益活動事業のために現在賃借中の物件 

   平成 31 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．その他の活動 

  平成 30 年度の会館修繕等 

 

  ＜予算計上済主要案件＞ 

  ・3 階天井壁クロス張       

  ・2 階、3 階共用部照明 LED 化 

  ・2 階、3 階配線工事   

  ・1 階、3 階専有部照明 LED 化   

  ・3 階トイレ改修工事       

・3 階ホーロー流し交換      

  ・1 階資料室の改装（教室拡張）   

  ・1 階窓口補修          

・PCB 含有安定器の廃棄        

 

   ※予算計上済み案件で未実施の修繕なし 

 

  ＜予算未計上主要案件＞ 

  ・地下 005 号室ルームドライヤー設置   114 千円 

   

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

４．平成 30 年度事業収支状況 

 

（１）事業損益 

    会費収入            495 千円 

公益事業収入    26,649 千円 

    収益事業収入    29,042 千円 

    その他収入          2 千円 

        収入合計      56,188 千円・・・・・① 

 

    公益事業支出    36,487 千円 

    収益事業支出     15,444 千円 

    法人事業支出         1,520 千円 

    支出合計       53,451 千円・・・・・②    ①－②  2,737 千円・・・・③ 

 

（２）事業外費用 

 退職給付費用         1,115 千円 

 減価償却費           4,302 千円 

    支出合計       5,417 千円・・・・・④ 

 

（３）正味財産増減 

    事業損益             2,737 千円・・・・・③ 

    事業外損益        5,417 千円・・・・・④ 

    当期正味財産増減    8,154 千円 

 

以 上 


