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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 12「つくる責任つかう責任」♪  

 

 5 月 30 日はゴミゼロの日です！ゴミのポイ捨てや不法投棄を止めようということから始

まったこの日ですが、今ではそもそも排出されるゴミの量を減らしたり、廃棄物の再利用な

ども含めて「ゴミゼロ」と言うようになりました。  

 各地で清掃活動などが行われるようですが、皆さんご自宅のお掃除はしっかりされていま

すか？この時期は気候もちょうど良く、洗濯物がよく乾いたりと掃除や片づけに最適です。

香川で行われている里海大学では、片づけを通してごみの発生を減らす、「海にやさしい生

活を学ぶ片づけ教室」が 7 月に開催されます。  

 地球にやさしく、自分も快適に。私たちの暮らしの一つ一つの配慮が地球の未来につなが

ります。  

 

■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 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 -◇  

 3/3 県内  

 【「水産エコラベル」認証取得 販路拡大へ後押し】  

 （県）  

 

3/8 県内  

 【とくしま NPO 表彰 ゼロ・ウェイストアカデミーに大賞】  

 （県）  

 

3/9 上勝町  

 【上勝の分別ごみステーション 業務委託やめ町営に 新施設建設へ運営見直し】  

 （町）  

 

3/13 阿波市  

 【エシカル消費 阿波市でワークショップ 理解深める】  

 （とくしまエシカルアカデミーin 阿波市実行委員会）  

 



◇-愛媛新聞-◇  

 2/9 宇和島市  

 【魚類養殖の認証制度に関するセミナー】  

 （宇和海水産構想推進協議会、マリン・エコラベル・ジャパン、水産養殖管理協議会）  

 

2/13 今治市  

 【市民や市職員 不法投棄物の撤去】  

 （今治くるしまライオンズクラブ、市）   

 

2/18 西予市  

 【媛ひのきのかんなくずで作る 卒業式のコサージュ】  

 （三瓶高校）  

 

◇-四国新聞-◇  

 5/22 高松市  

 【消費者支援貢献 表彰 地産地消や買い物袋持参運動など】  

 （県危機管理総局⾧・土岐敦史氏、「ベスト消費者サポーター賞」）  

 

3/20 高松市  

 【県野菜アピール 地産地消促進 食文化継承】  

 （県、高松青果社⾧・斉藤良紀氏）  

 

◇-高知新聞-◇  

 3/15 高知市  

 【有機農産物マーケット 開催】  

 （会場：県立池公園、出展者組合代表 弘瀬豊秀）  

 

3/31 南国市  

 【玩具修理 「高知おもちゃ病院」】  

 （高知高専名誉教授 野村弘氏）  

 

◇-日本経済新聞-◇  

 3/19 東京都  

 【アプリ利用分析 消費動向把握】  

 （プレイド）  

 



3/19  

【電動車の電池 協同回収 リサイクル効率化】  

 （自動車工業会、自動車再資源化協力機構（JARP））  

 

3/27 香川県丸亀市  

 【包装フィルム 薄く軽く 廃棄負担減】  

 （大倉工業）  

 

 

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

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。  

 

■消費者教育副読本「小学生も消費者」（発行著作：愛媛県、制作委託：特定非営利活動法

人えひめ消費者ネット）  

http://ehime-syouhisya-net.org/2017pdf/ele_tool.pdf  

 

 ESD の視点で消費について学べる小学生向け教材です。消費者としての自覚をもつ行動へ。  

 

■ごみゼロ・じゅんかん「ぐるぐる BOOK」（香川県）  

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyo/shuppan/guruguru.htm  

 

香川県が発行した循環型社会づくりのための啓発冊子（小学生以上向け）です。重点はリサ

イクル（再生利用）ではなく、リデュース（ごみの発生抑制）やリユース（再利用）です。  

 

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

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＞  

■エコライフフェア 2018 四国 EPO ブースでの活動 PR について（締切 5/28）  

http://4epo.jp/information/notice/11233.html  

 



■2018 年度 教師海外研修（一般コース）参加者募集！（※締切日が 5/25 まで延⾧しまし

た）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/05/16/information-61/  

 

＊徳島＊  

■森の成⾧を見守る活動（上勝町 5/26）  

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

 

■かみかつ棚田・里山ノルディック・ウォーク 2018 第 3 回「田野々コース」（勝浦郡上勝

町 6/10）  

http://4epo.jp/information/events/11156.html  

 

■『ペットボトルブレスレット』『自分だけのＭｙうちわ』を作ろう（徳島市 6/30）  

http://4epo.jp/information/events/11144.html  

 

＊香川＊  

■せとうちクリーンアップ in つた島（三豊市 5/27）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/05/07/information-58/  

 

■SDGs って？初級講座（高松市 6/3）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/05/23/information-66/  

 

■香川県が、かがわ里海大学「ファシリテーター養成講座」と「里海の恵み料理教室」の受

講生を募集（～6/11・～6/12）  

http://4epo.jp/information/notice/11068.html  

 

■国営讃岐まんのう公園から野菜ソムリエ達が発信する今からできる非常時の「食」（仲多

度郡まんのう町 9/15）  

http://4epo.jp/information/events/11073.html  

 

■香川県が、「かがわ里山の恵みレシピ集 2～猪肉・鹿肉で楽しむ世界の料理～」の作成を

お知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/11203.html  

 

■環境省四国事務所が、平成 30 年度 五色台体験教室開催をお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/11104.html  



 

 

＊愛媛＊  

■【再募集】JICA 四国国際協力推進員（愛媛県）の募集（締切 6/3）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/05/17/information-64/  

 

■三角田んぼで、田植え体験！（新居浜市 6/10）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/05/16/information-63/  

 

＊高知＊  

■甫喜ヶ峰森林公園で救急救命講習会（香美市 6/2）  

http://4epo.jp/information/events/11095.html  

 

■NPO 法人食と健康を学ぶ会 第 17 回講演会（高知市 6/10）  

http://4epo.jp/information/events/11154.html  

 

■第 27 回のいち動物公園写真コンテスト作品募集（～7/31）  

http://4epo.jp/information/notice/11107.html  

 

■第 15 回仁淀川国際水切り大会（吾川郡いの町 8/26）  

http://4epo.jp/information/events/11207.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  

 

■高知県清流保全パートナーズ協定に基づく助成事業（平成 30 年度分）（1 次募集：～6/15・

2 次募集：7/11～9/12）  

http://4epo.jp/information/subsidy/11123.html  

 

【全国】  

 



 ＜イベント・募集＞  

■平成 30 年英語パフォーマンス甲子園募集！（5/31 締切）  

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

 

■環境講演会 2018「私とエシカルファッション！」（岡山県倉敷市 6/9）  

http://4epo.jp/information/events/11037.html  

 

■ESD×SDGs シリーズ第 3 回 地域を絆(つな)ぐエネルギー～岡山で再生可能エネルギー

100％を目指すには？～（岡山市 6/14）  

http://4epo.jp/information/notice/11257.html  

 

■17th 聞き書き甲子園募集！（締切 6/25）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/05/14/information-60/  

 

■「世界一大きな授業 2018」参加者募集中！（6/27 締切）  

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

 

■ESD 岡山アワード 2018 応募受付中！（6/29 締切）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/05/14/information-59/  

 

■環境省が、地球温暖化の意識啓発アニメ「ガラスの地球を救え！」についてお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/11099.html  

 

＜助成金＞  

■トヨタ環境活動助成プログラム（～6/8）  

http://4epo.jp/information/subsidy/10896.html  

 

■第 14 期ナショナル・トラスト活動助成（～8/24）  

http://4epo.jp/information/subsidy/11009.html 
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