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１．四国 ESD センターからのお知らせ  

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

 

 ■ホームページ、フェイスブックにて随時、情報更新中！  

ホームページ  

http://shikoku.esdcenter.jp/  

フェイスブック  

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．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 11「持続可能な都市と居住」♪  

 

今年の 3 月 11 日で、東日本大震災から 7 年が経ちました。この震災は自然の脅威を知るだ

けでなく、私たちが今後生きていくうえで本当に大切なものが何かを見つめ直すきっかけ

となりました。  

この先も何が起こるか分からない、そんな状況で、私たちにできることは何でしょう。  

 自然に立ち向かうための強靭な設備をつくることでしょうか、それとも先人からの知恵を

受け継いだり防災教育を進めることでしょうか。災害に強いまちづくりを考えることは、持

続可能な地域づくりを考えることにつながります。  

 今、足元で、できることから。始めてみませんか。  

 

■関連記事の紹介  

 

 目標 11「持続可能な都市と居住」に関する記事をご紹介します。  

 

◇- 徳島新聞 -◇  

 1/22 徳島市  

 【徳島市内にバイオマス発電所 県内 3 社計画引き継ぎ 国内最大級 都内ベンチャーと

共同で】  

 （木材卸・ゲンボク、内装仕上げ材製造・販売・大利木材、太陽光発電施設などの設計・

施工・徳島電機産業、再生可能エネルギー・レノバ）  

 

1/26 阿南市  

 【波力発電開発 初の実証実験 あすから阿南・伊島】  

 （阿南高専）  

 

1/29 徳島市  

 【再エネの課題考える 徳島市で講演と上演会】  

 （環境ジャーナリスト・村上敦さん、弁護士・河合弘之さん）  

 

◇-愛媛新聞-◇  

 1/9 西条市  

 【防災士 養成講座 市内の高校生も】  

 （愛媛県、NPO 法人日本防災士機構）  



 

1/14 松前町  

 【住民参加型 防災推進研修会 非常食をおいしく工夫】  

 （県社会福祉協議会、愛媛大学農学部准教授・垣原登志子氏）  

 

1/19 宇和島市  

 【市内 4 校 ふるさと活性化 ワークショップ】  

 （文部科学省、宇和島東高校、宇和島水産高校、宇和島南中等教育学校、津島高校）  

 

1/21 松山市  

 【防災・減災活動 ボランティア養成講座】  

 （市社会福祉協議会、二神透さん（愛媛大防災情報研究センター）  

 

1/21 全域  

 【愛媛の高校生地域づくり賞 最優秀賞決定】  

 （今治西高校海外研究部、三崎高校三崎たいせつ隊、新居浜南高校ユネスコ部、えひめ地

域づくり研究会議）  

 

◇-四国新聞-◇  

 1/1 高知県黒潮町  

 【津波 34 メートル 地震想定 地域を挙げた防災対策】  

 （黒潮町）  

 

1/6 宇多津町  

 【復旧や避難対策用 地図提供 災害協定 地図情報会社】  

 （ゼンリン、宇多津町）  

 

1/9 全国  

 【カーナビ 災害情報 日本版 GPS 衛生活用】  

 （政府）  

 

1/13 小豆島  

 【被災時の心のケア ピアノ演奏 ハンドマッサージ講習】  

 （「心＆LOVE つながりグループ新原」、日本エステティック業協会認定講師・新原慶子さ

ん）  

 



1/17 多度津市  

 【自衛隊 OB 災害時の協力協定 県内初】  

 （市、公益社団法人隊友会坂出・宇多津支部、支部⾧・山田誠治氏）  

 

1/17 高松市  

 【防災展 東日本大震災など 意識高揚】  

 （市、瓦町 FLAG）  

 

1/18 直島町  

 【児童ら ライフジャケット贈呈】  

 （ライオンズクラブ国際協会、町、直島小学校・岡本咲恵さん）  

 

1/18 三豊市  

 【児童ら 防災マップ 3 年連続入賞】  

 （仁尾町児童館、日本損害保険協会など）  

 

1/19 高松市  

 【高松サンポート合同庁舎南館完成 官庁集結 防災拠点】  

 （四国財務局）  

 

1/19 県内  

 【災害時にテント供給 協定締結】  

 （県、県テントシート工業組合）  

 

1/19 高松市  

 【四国遍路 世界登録推進協 15 万円寄付】  

 （高松 F 会、世界遺産登録推進協議会）  

 

1/24 高松市  

 【水 1 リットル 1 分で浄化 災害時の活用見込む】  

 （星電、HALVO ホールディングス、国際協力機構（JICA））  

 

1/31 高松市  

 【避難所の食事 ノウハウ身に付ける】  

 （県婦人団体連絡協議会、県社会福祉総合センター、県食農アドバイザー・川添節江さん）  

 



◇-高知新聞-◇  

 1/17 県内  

 【下水汚泥を活用し発電へ】  

 （高知県公園下水道課、高須浄化センター、築島機械）  

 

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

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。  

 

■未来をつくる BOOK～東日本大震災をふりかえり、今を見つめ、対話するための ESD テ

キスト～（特定非営利活動法人持続可能な開発のための教育推進会議（ESD-J））  

http://www.esd-j.org/material/books/441  

 

震災をテーマに、ESD 的な学びあいの場を生み出すためのツールとなります。対象は小学

校 5 年生以上で、学校や公民館、社員研修などで活用できます。  

 

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

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など  

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

 

【四国】  

 ＜イベント・募集・お知らせ＞  

 ＊徳島＊  

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

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/03/20/information-49/  

 

■徳島県認定 エコイベント「はな・はる・フェスタ 2018」（徳島市 4/21・22）  

http://4epo.jp/information/events/10591.html  

 

■森の恵み「薬草料理体験」（勝浦郡 4/22）  

http://4epo.jp/information/events/10516.html  

 

■「森の学校」山で使える地図読み講座（勝浦郡 4/14・5/26・6/9・7/14・9/8）  

http://4epo.jp/information/events/10512.html  



 

＊香川＊  

■第 17 回自然エネルギー100％社会学習会（高松市 3/30）  

http://4epo.jp/information/events/10534.html  

 

■五色台体験教室「五色台カフェ 野草ランチ」（坂出市 4/7）  

http://4epo.jp/information/events/10391.html  

 

■琴南の森 森林づくり（仲多度郡 4/14）  

http://4epo.jp/information/events/10492.html  

 

■どんぐり王国「3 しょくプロジェクト」（西予市 5/13）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/03/20/information-48/  

 

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

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

 

＊愛媛＊  

■愛媛県が、製品プラスチック回収・リサイクル実証実験「BRING PLA-PLUS プロジェク

ト」についてお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/10589.html  

 

■基礎講座「イノシシを学ぼう食べよう−猟師の格闘記＆ジビエ料理−」（東かがわ市 3/24）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/03/20/information-47/  

 

＊高知＊  

■環境×仕事の現場を見に行くツアー「エシカル消費って何？」（高知県香美市 3/24）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/03/20/information-46/  

 

■講演『シカによる希少植物への影響と保全策』（高知市 3/24）  

http://4epo.jp/information/events/10523.html  

 

■平成 30 年度「森林ボランティアリーダー養成講座 木工女子講座」受講者募集（～4/1）  

http://4epo.jp/information/notice/10595.html  

 

■平成 30 年度「森林ボランティアリーダー養成講座 森づくり講座」受講者募集（～4/15）  



http://4epo.jp/information/notice/10593.html  

 

＊四国＊  

■第 3 回 四国環境パートナーシップ表彰受賞団体決定のお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/10561.html  

 

【全国】  

 ＜イベント・募集＞  

■環境省が、平成 30 年度持続可能な開発目標（SDGs）を活用した地域の環境課題と社会

課題を同時解決するための民間活動支援事業公募についてお知らせ（～4/25 必着）  

http://4epo.jp/information/notice/10571.html  

 

＜助成金＞  

■平成 30 年度「緑と水の森林ファンド」公募事業（～3/31 消印有効）  

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

 

■緑の募金「一般公募事業」（～3/31 消印有効）  

http://4epo.jp/information/subsidy/10399.html  

 

■公益信託富士フイルム・グリーンファンド（～5/7）  

http://4epo.jp/information/subsidy/10542.html  

 

■子供たちの環境学習活動に対する助成事業（～5/11）  

http://4epo.jp/information/subsidy/10544.html  
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