
                                     

    

 
 

モーディカとアスティ、丘陵地域に生まれ、発展していった二つの街は、イタリアの南北両極

端にあります。南：地中海に浮かぶ島、シチリア島の南東部に位置するモーディカはバロック

文化とスペインの影響を受けた街。北：アスティはピドモントのハート、中世全盛期の伝統と

精神を今なお継承している街。 
今回のミニ講座は、モーディカ出身の講師ともう一人、アスティ出身の埼玉大学留学中のMaria 
Lera 氏をお迎えし、この二つの街を通してイタリア歴史、建造物、文化を紹介していただきま

す。 （この講座は英語で実施されます。） 

日 時：平成 30年 12月 11日（火）13:30－15:30 

場 所：さいたま観光国際協会 国際交流センター ぷらっとサロン 

（JR浦和駅東口 コムナーレ９階/浦和パルコ上） 

参加費：無料 

定 員：50名 

講 師：Aparo Giacomo (アパーロ ジャコモ)氏 

イタリアシチリア島モーディカ出身。Turin大学卒。現在埼玉大学大学院在学中。

日本文化とイタリア文化の相互融合が夢。 
 

   [お申し込み・問い合わせ]  

(公社)さいたま観光国際協会 国際交流センター ぷらっとサロン（JR浦和駅東口 コムナーレ９階/浦和パルコ上） 

電話：048-887-1506  FAX：048-887-1505  E-mail：iec@stib.jp 

申込用紙【ミニ講座 12月 11日開催】 

※お電話・メールでのお申込みも承っております。            満席になり次第締め切ります。

「モーディカ、アスティ イタリアの北と南」 
～2つの街で紹介するイタリアの二つの顔～ 

ミニ講座 



                                            

     

 

  
 
 Two towns born on and developed between hills at the edge of Italy’s two opposite sides: Modica, 

South-Eastern Sicily, in the centre of the Mediterranean Sea, baroque, and of Spanish influence and 

Asti, in the heart of Piedmont, a medieval jewel which keeps the spirit and the tradition of that 

heyday alive.  

In this mini-seminar we present the history, architecture, and culture of these two Italian towns, 

peripheral if compared to the metropoles, but just as precious. Maria Lera, from Asti, an exchange 

student at the Saitama University, interested in Japanese culture and literature will participate in 

the discussion. (This mini-seminar will be conducted in English.) 

Date/Time: December 11, 2018  (Tue) 13:30－15:30 

Venue:  Saitama Tourism & International Relations Bureau   

      International Exchange Center Puratto Salon   

     (Comunale/Parco, 9F, in front of the East Exit of Urawa Stn.) 

Entry Fee: Free!  

Max Seating: 50 

Lecturer: Aparo Giacomo  Italian, from Modica, in Sicily. Graduated from 

University of Turin, now pursuing a master’s degree in Japanese Studies at 

Saitama University. My wish is to spread Japanese culture in Italy and vice-versa. 

[Contact / Sign-Up] 

The Saitama Tourism and International Relations Bureau   International Exchange Center 

Puratto Salon (East Exit of Urawa Stn: Comunale 9F above Parco) 

TEL: 048-887-1506  FAX: 048-887-1505  E-mail: iec@stib.jp  

Sign-Up【Mini-Seminar, : December 11】 

※You can also sign up by phone or email.       Deadline: (Registration open until seating limit reached.) 

Name  TEL: 

（Mobile:） 

 

address Saitama City（       -ku） 

Elsewhere  （      City・ku） 

Other Info:  

 

Modica and Asti, Italy’s South and North. 

Mini-Seminar 
  ～Presenting two faces of Italy through two towns～ 
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