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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 17「パートナーシップで目標を達成しよう」♪  

 

～カードゲーム「2030SDGs」体験ワークショップの開催～  

 

4 月 15 日、徳島で開催したワークショップについてご紹介します。カードゲーム「2030SDGs」

は、SDGs を知らない人でも楽しく分かりやすく、SDGs の必要性や、SDGs によって世界

がどう変化するかを体験的に理解することができるゲームです。最初は自分がゲームを進

めることばかりに夢中になりがちですが、少し周りを見回し、世界の状況に目を向けてみる

と、ゲームに新たな展開が生まれ、他の参加者とのパートナーシップが進んだり、課題解決

への可能性が出てきたりして、その変化をリアルに感じることができます。  

 「自分が変われば、世界が変わる。」ゲームでの体験は私達の本当の毎日にもつながってい

ます。興味のある方はぜひお問い合わせください！  

 

■関連記事の紹介  

※関連記事をご覧になりたい方は、四国 ESD センターまでご連絡ください。ワークショッ

プ等での活用も可能です。  

 

 目標 17「パートナーシップで目標を達成しよう」に関する記事をご紹介します。  

 

◇- 徳島新聞 -◇  

 1/20 徳島市  

 【内町小 PTA と連携省エネ活動 CO2 削減量買い取り 温暖化に配慮姿勢 PR】  

 （内町小学校 PTA、徳島合同証券）  

 

3/23 徳島市  

 【クロアナゴ、ウツボ 規格外の県南魚 レトルト食品に】  

 （徳島科学技術高校、鞆浦、宍喰、日和佐町漁協）  

 

◇-愛媛新聞-◇  

 2/5 松山市  

 【外国にルーツのある子供への日本語指導について講座】  

 （愛媛大、県国際交流協会、JICA）  

 

2/8 松前町  



 【ウガンダの孤児合唱団 松山で公演】  

 （ワトト・チルドレンズ・クワイア、コムズ、NPO 法人アジアキッズケア）  

 

◇-四国新聞-◇  

 2/1 県内  

 【地域活性化向け 連携促進】  

 （香川大学［学⾧・筧善行氏］、県、「香川大・県連携推進会議」）  

 

2/7 高松市  

 【地域経済活性化へ 意見交換 防災対策やインフラ整備】  

 （四国商工会議所連合会［会⾧・渡辺智樹氏］、四国地方整備局［局⾧・平井秀輝氏］）  

2/15 高松  

 【女性や外国人の活躍推進 連携に向け意見交換】  

 （県雇用対策協議会、香川労働局、県、県商工会連合会、連合香川）  

 

2/18 観音寺市  

 【伝統文化や農業生かしたまちづくり 住民とともに考える】  

 （四国新聞移動編集局「わがまち未来会議 in 観音寺」）  

 

2/20 県内  

 【ごみ処理 相互応援協定 四国初】  

 （中讃広域行政事務組合、西部クリーンセンター、クリントピア丸亀、高松市、丸亀市、

多度津町）  

 

2/24 高松市  

 【子ども食堂支援へ 経費や投資補助 孤食防止や交流の場づくり】  

 （市）  

 

3/20 高松市  

 【連携して環境保全に取り組む団体 表彰】  

 （四国環境パートナーシップオフィス（四国 EPO）、環境省、大野豆プロジェクト、NPO

法人アーキペラゴ）  

 

◇-高知新聞-◇  

 1/10 奈半利町   

 【「協働の海づくり事業」支援 協定締結】  



 （あいおいニッセイ同和損害保険、県、町）  

 

3/28 高岡郡   

 【四万十川の清流保全 「協働の川づくり事業」 協定結ぶ】  

 （四万十町、高知県、地域商社「四万十ドラマ」、一般社団法人「いなかパイプ」）  

 

◇-朝日新聞-◇  

 2/14 東京都内  

 【地方の課題解決 SDGs 有効 シンポジウム】  

 （慶応大学 SFC 研究所「×SDGs ラボ」、北海道下川町、［神奈川県知事・黒岩祐治氏］）  

 

◇-日本経済新聞-◇  

 2/2 愛媛県内  

 【手数料の一部 自治体へ寄付 地域創生 私募債は四国初】  

 （伊予銀行、「ふるさと応援私募債『地域の未来』」）  

 

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

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。  

 

■協働の仕組と事例集、政策協働ガイド（地球環境パートナーシッププラザ（GEOC））  

http://www.geoc.jp/information/report/  

 

環境省事業「地域活性化に向けた協働取組の加速化事業」における、さまざまな試行錯誤を

もとに、その知見をまとめたガイドブックやハンドブックが発行されました。上記ホームペ

ージでもダウンロードできますが、四国 ESD センターでも配布しています。  

 

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

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＞  

■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  

 

＊徳島＊  

■森の成⾧を見守る活動（勝浦郡 4/7、5/26、7/21）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/04/04/information-50/  

 

■かみかつノルディック「谷口・大北コース」（勝浦郡 4/28）  

http://4epo.jp/information/events/10929.html  

 

■「森の学校」春の遊学の森散策（勝浦郡 4/29）  

http://4epo.jp/information/events/10851.html  

 

■「森の学校」春の高丸山ガイド登山（5/5）  

http://4epo.jp/information/events/10849.html  

 

＊香川＊  

■アイパル・ＪＩＣＡ映画祭（高松市 4/22）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/04/19/information-56/  

 

■第１８回自然エネルギー100％社会学習会（高松市 4/27）  

http://4epo.jp/information/events/10792.html  

 

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

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/04/19/information-55/  

 

■琴南の森 森林づくり（仲多度津郡 5/26）  

http://4epo.jp/information/events/10910.html  

 

■第 6 回 まんのう町歴史探訪 天空の里 葛籠野を訪ねて（まんのう町 5/26）  

http://4epo.jp/information/notice/10732.html  

 

■特別プログラム 四国のみち 五色台ウォーク（5/26）  

http://4epo.jp/information/events/10904.html  

 

■かがわ里海大学「海の生き物観察講座～海藻・海草編～」（5/27）  

http://4epo.jp/information/events/10853.html  



 

■五色台体験教室「スケッチ会 五色台を描こう！」（坂出市 6/9）  

http://4epo.jp/information/events/10902.html  

 

■香川県が、「かがわ里海大学」平成 30 年度前期講座の開始をお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/10839.html  

 

＊愛媛＊  

■第 25 回サイエンスカフェえひめ 「命あふれるミャンマーの自然」（松山市 4/24）  

http://4epo.jp/information/events/10778.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/  

 

■愛媛県が、CO2CO2（コツコツ）がんばるポイント引換協力店の募集をお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/10898.html  

 

＊高知＊  

■アースデイズ・ピクニック（高知市 4/22）  

http://4epo.jp/information/events/10736.html  

 

■リバーフェスタ 2018（高岡郡 4/22）  

http://4epo.jp/information/events/10796.html  

 

■ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH）に関する講演会（高知市 4/27）  

http://4epo.jp/information/events/10855.html  

 

■農園体験キャンプ 田植えと茶摘み（高知市 4/29）  

http://4epo.jp/information/events/10804.html  

 

■のいち動物公園 ゴールデンウィークイベント２０１８（香南市 4/29～5/3）  

http://4epo.jp/information/events/10857.html  

 

■里山で植樹してヤッホーな気分に！（高岡郡 4/29～5/6）  

http://4epo.jp/information/events/10808.html  

 



■初夏の里海を味わうツアー柏島 2018（幡多郡 5/3～5/5）  

http://4epo.jp/information/events/10865.html  

 

■自然体験＆森のようちえん（高知市 5/6）  

http://4epo.jp/information/events/10863.html  

 

■第 30 回 T シャツアート展（黒潮町 5/2～5/7）  

http://4epo.jp/information/events/10867.html  

 

■防鹿柵設置ボランティア募集（5/20）  

http://4epo.jp/information/events/10884.html  

 

■第３回こうちエコ川柳大賞作品募集！（～5/15）  

http://4epo.jp/information/notice/10939.html  

 

■第５回市民が選ぶ鏡川写真コンテスト 2018・作品募集（5/7～6/1）  

http://4epo.jp/information/notice/10941.html  

 

 

＜助成金＞  

■平成３０年度地球環境保全活動支援事業補助金（香川県～5/14）  

http://4epo.jp/information/subsidy/10873.html  

 

■平成 30 年度 高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金（高知県～5/31）  

http://4epo.jp/information/subsidy/10869.html  

 

■平成 30 年度スマスイ自然環境保全助成（～4/25）  

http://4epo.jp/information/subsidy/10906.html  

 

 

【全国】  

 ＜イベント・募集＞  

■ユネスコ女子と女性の教育賞 2018 の募集（～4/20）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/04/09/information-52/  

 

■「世界一大きな授業 2018」参加者募集中！（～6/27）  



http://shikoku.esdcenter.jp/2018/04/10/information-53/  

 

■平成 30 年英語パフォーマンス甲子園募集！（～5/31）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/04/16/information-54/  

 

■環境省が、平成 30 年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画コンクールの実施をお知ら

せ  

http://4epo.jp/information/notice/10882.html  

 

■環境省が、～今年もやります！３Ｒをテーマにした”伝わるＣＭ”大募集！～第２回「Re-

Style ＣＭコンテスト」開催！をお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/10900.html  

 

 

＜助成金＞  

■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  

 

■トヨタ環境活動助成プログラム（～6/8）  

http://4epo.jp/information/subsidy/10896.html 
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各県窓口  

四国 EPO 徳島サテライトデスク 

徳島県徳島市西新浜町 2 丁目 3-102 エコみらいとくしま内 

TEL：080-4035-4593 



         

四国 EPO 愛媛サテライトデスク  

愛媛県松山市東雲町 5-6 特定非営利活動法人えひめグローバルネットワーク内 

TEL：080-4999-4591 

 

四国 EPO 高知サテライトデスク 

高知県高知市旭町三丁目 115 番地こうち男女共同参画センターソーレ 3Ｆ  

認定特定非営利活動法人環境の杜こうち内 

TEL：080-4998-4592 


