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１．四国 ESD センターからのお知らせ  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★  

 

 ■HP、Facebook にて随時、情報更新中！  

HP  

http://shikoku.esdcenter.jp/  

 Facebook  

https://www.facebook.com/shikokuEPO  

 

 ■四国 ESD センター展示スペースの活用について  

四国 ESD センター事務所内には展示スペースがあります。  

ESD の活動取組の様子など、皆様の展示も歓迎です。是非、ご相談・ご活用下さい。  

 

■フリースペース利用案内（使用料無料・要予約）  

 資料等の閲覧やミーティング、セミナーなどにご活用いただける、フリースペースがあり

ます。  

ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。  

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

２．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★  



 

【四国】  

 ＜イベント・募集＞  

■エシカル・ラボ in 徳島（徳島県徳島市 3/18）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/02/20/information-39/  

 

■新しい「ものさし」で身近な自然を考える～勝浦川流域フィールド講座の取組みから学ぶ

SDGs～（徳島県徳島市 3/18）  

http://4epo.jp/information/events/10311.html  

 

■月見ヶ丘「フリーマーケット」でエコ活動（徳島県板野郡 3/24）  

http://4epo.jp/information/events/10242.html  

 

■「山で生きるということ」～かみかつ山の聞き書き 2017 報告会～(徳島県上勝町 3/25)  

http://4epo.jp/information/events/10433.html  

 

■海ごみ拾ッターレ讃岐（香川県高松市 3/3）  

http://4epo.jp/information/events/10320.html  

 

■里海ワークショップ in たかまつミライエ（香川県高松市 3/4）  

http://4epo.jp/information/events/10386.html  

 

■みんなで作って、みんなで食べて 食品ロスについて考えよう！～ともにキッチン～（香

川県高松市 3/6）  

http://4epo.jp/information/notice/10388.html  

 

■みんなで知ろう！食品ロス in 香川（香川県高松市 3/6）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/02/27/information-42/  

 

■海ごみリーダー養成ワークショップ（香川県高松市 3/10）  

http://4epo.jp/information/notice/10429.html  

 

■ビーチクリーンアップリーダー育成講座＆モニタリング調査（香川県高松市 3/11）  

http://4epo.jp/information/events/10227.html  

 

■良い「食と家」が人生を楽しくするセミナー（香川県高松市 3/18）  



http://shikoku.esdcenter.jp/2018/02/27/information-44/  

 

■NGO×企業等 四国フェアトレード商品開発研修 第 3 回（香川県高松市 5/12）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/02/26/information-40/  

 

■平成 29 年度集落活性化シンポジュウム（愛媛県西宇和郡 2/28）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/02/15/information-38/  

 

■愛媛県が、食べ残しゼロキャンペーン（平成 29 年 8 月から 9 月末まで実施）の結果につ

いてお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/10369.html  

 

■企業市民セミナー『ほんまかえ？高知県は「社会貢献活動」の先進県？！』（高知県高知

市 2/28）  

http://4epo.jp/information/events/10316.html  

 

■のいち動物公園 さわる動物園（高知県香南市 3/3）  

http://4epo.jp/information/events/10376.html  

 

■第 30 回Ｔシャツアート展 作品募集（～3/5）  

http://4epo.jp/information/notice/10246.html  

 

■土佐の町家「ひなまつり」開催（高知県安芸郡 3/1～3/11）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/02/27/information-43/  

 

■JICA ボランティア帰国報告会＆内閣府「世界青年の船」事業参加青年による帰国報告会

（高知県高知市 3/17）  

https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2017/0317.html  

 

■第 10 回 土佐塩の道 30km うぉーく（高知県香南市 3/24）  

http://4epo.jp/information/events/10332.html  

 

＜助成金＞  

■平成 30 年度 愛媛県「三浦保」愛基金公募事業助成（締切 3/30）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/01/16/subsidy-2/  

 



【全国】  

 ＜イベント・募集＞  

■環境省が、～ものを大切にする心をはぐくむ～「ハッピーりぼーん」プロジェクトの開始

をお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/10378.html  

 

＜助成金＞  

■平成 30 年度「緑と水の森林ファンド」公募事業（締切 3/31）  

http://4epo.jp/information/subsidy/10397.html  

 

■タカラ・ハーモニストファンド助成事業（締切 4/6）  

http://4epo.jp/information/subsidy/10236.html  

 

 ★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

３．今月のおすすめ ESD 教材  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★  

 

 ESD を知り、取り組むためのツールをご紹介します。  

 

■ワークショップ教材「おいしいチョコレート」の真実  

http://acejapan.org/childlabour/materials/workshop-chocolate  

 

チョコレートを通じてカカオ産業の児童労働の現状と私たちの生活とのつながりを知り、

背景にある問題について考え、行動を起こしてもらうことを目的とした教材です。  

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

４．今月の SDGs  

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★  

 

毎月 SDGs に関係する情報をお届けします。  

今月のテーマ：目標 12「つくる責任つかう責任」♪  

 

 2 月 14 日はバレンタインデーでしたね。いまや国民的イベントとなり、おそらく 1 年で一

番チョコレートを消費する日かもしれません。甘～い一日だった人、ちっとも縁がなかっ

た！という人、そんなチョコレートがどこで誰によって生産され、私たちのもとに届くかご

存知でしょうか？原材料であるカカオの主な生産地は、アフリカや中南米がほとんど。そこ



では、カカオ農園で子どもが学校にも行けず過酷な労働を強いられていたり、不当に安い賃

金で働かされている状況があり、日本に住む私たちの生活と無関係ではありません。公正な

取引で生産者の人権や生活を保障する制度である「フェアトレード」で作られたチョコレー

トを購入することで、作る人も貰う人も幸せに。私たちの行動一つ一つが、よりよい世の中

を作ります。  

 

 「フェアトレード」については下記をご参考ください。  

ACE 記事「チョコレートと児童労働」  

http://acejapan.org/childlabour/report/chocolate  

フェアトレードジャパン  

http://www.fairtrade-jp.org/about_fairtrade/  

 

 

 ■関連記事の紹介  

 

 目標 12「つくる責任つかう責任」に関する記事をご紹介します。  

 

◇- 徳島新聞 -◇  

 12/4 上勝町  

 【ごみや家計負担軽減 上勝町の布おむつ配布事業 3 ヵ月 利用者好評】  

 （町）   

 

12/30 全国  

 【環境省の社会貢献表彰 とくし丸が優秀賞 新野高・小松島高・小松島西高勝浦校有志

刈り草の堆肥 部門賞】  

 （環境省、とくし丸、新野高・小松島高・小松島西高勝浦校有志）  

 

◇-愛媛新聞-◇  

 12/8 八幡浜市  

 【小学生が山林で自作楽器の演奏会】  

 （日土小学校）  

 

12/22 伊方町  

 【大学生がかんきつ栽培の応援ボランティア】  

 （松山大オレンジサークル）  

 



12/29 伊方町  

 【国体ののぼりをエコバッグにリメーク】  

 （町女性団体連絡会）  

 

◇-四国新聞-◇  

 12/1 丸亀市  

 【丸亀うちわ 伝統継承講座 国の伝統的工芸品指定】  

 （県うちわ協同組合連合会、うちわの港ミュージアム）  

 

12/5 高松市  

 【県産小麦「さぬきの夢 2009」 利用拡大目的 うどん技能グランプリ】  

 （県、サンメッセ香川）  

 

12/6 東かがわ市  

 【初の自社ブランド立ち上げ 手袋づくりの技術継承 若い世代の雇用も】  

 （江本手袋、「佩（ハク）」、「cafe にゃーごや」）  

 

12/9 さぬき市  

 【讃岐三白 白下糖づくり 江戸時代から約 240 年間継承】  

 （山田泰三さん、津田町観光物産センター）  

 

12/10 県内  

 【ふるさと体験ツアー 地場産業の魅力 レタス収穫など】  

 （明治百年記念県少年基金、県、「太陽の力」）  

 

12/10 高松市  

 【学生 旬の地魚 水産食育教室】  

 （香川大学、県漁連漁業研修センター）  

 

12/16   

 【「香川小原紅早生みかん」 EU 保護 経済連携協定（EPA）】  

 （農林水産省）  

 

12/17 徳島県  

 【葉っぱビジネス ソフト開発企業などと連携 農業活性化支援事業】  

 （いろどり、サイボウズ、レキサス、「生涯現役ネットワーク」）  



 

12/20 多度津町  

 【特産品弁当作り 住民巻き込みワークショップ 官民連携】  

 （多度津商工会議所、まねきねこ課）  

 

12/24 横浜市  

 【SDGs こどもワークショップ 食 フードマイレージ学ぶ】  

 （ユネスコ・アジア文化センター、東京都大田区立大森第六中学校、こども国連環境会議

推進推進協会）  

 

12/29   

 【太平洋クロマグロ漁 法規制 資源回復へ】  

 （水産庁、海洋生物資源保存管理法）  

 

◇-高知新聞-◇  

 12/14 高知市   

 【土佐の伝統野菜の種 児童ら 啓発】  

 （チームマキノ、農家 熊沢秀治さん、土佐野菜マルシェ）  

 

12/15 香南市  

 【サトウキビ生産者 製糖技術の継承】  

 （野市製糖生産組合）  

 

12/18 高知市   

 【有機野菜の販売 盛況】  

 （第 2 回高知オーガニックフェスタ）  

 

12/23   

 【学校食堂 廃油活用 駅をキャンドルで彩る】  

 （大方高校、中村高校、宿毛高校、土佐くろしお鉄道） 
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