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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 13「気候変動に具体的な対策を」♪  

 

先週の 21 日は、夏至でしたね。北半球では、太陽が最も高く昇り、１年で最も昼が⾧い日

です。日照時間の短い北欧などでは、太陽の恵みへの感謝やお祝いとして「夏至祭り」が行

われています。日本でも、関西地域でタコを食べる風習があるようです。環境省では、夏至

の夜に「ライトダウンキャンペーン」を展開し、2 万を超える施設が一斉消灯しました。冬

至の日に比べると約 6 時間も日が⾧くなるこの時期、地球を想い、キャンドルの灯りでゆ

ったりと過ごしてみませんか？  

 

夏至ライトダウン、クールアース・デーライトダウンの詳細（環境省 HP）  

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolearthday/  

 

 

 ■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 13「気候変動に具体的な対策を」に関する記事をご紹介します。  

 

◇- 徳島新聞 -◇  

 2/1 県内  

 【年 3 分の 1 が真夏日 進む温暖化 高松地方気象台が気温予測】  

 （高松地方気象台）  

 

3/15 徳島市  

 【脱炭素活動 企業が報告 フォーラム開催】  

 （県）   

 

3/25 松茂町  

 【水素活用へ特徴紹介 徳島空港でイベント 実験ショーやパネル展示】  

 （県）  

 

4/7 徳島市  

 【林業の担い手づくりへ 人材育成棟が完成 徳島市の創造センター】  



 （県）  

 

◇-四国新聞-◇  

 2/6 多度津町  

 【四国計測の LED 照明に 省エネ大賞会⾧賞受賞】  

 （省エネルギーセンター）  

 

4/5 高松市  

 【廃棄物の減量推進へ 2 事業所を表彰】  

 （市、リコージャパン香川支部、西山自動車）  

 

4/21 県内  

 【18 年産「おいでまい」作付面積 1.7 倍、2000 ヘクタールに】  

 （「おいでまい」委員会［会⾧・国分信二氏］）  

 

4/25 高松市  

 【「緑のカーテン」取り組もう 高松市がコンテスト 参加者募集】  

 （市）  

 

4/30 善通寺市  

 【夏の節電対策に ゴーヤ種配布 善通寺市、あすから】  

 （市）  

 

◇-愛媛新聞-◇  

 2/19 今治市  

 【山林火災で焼失した笠松山の再緑化活動】  

 （市）  

 

3/19 西条市  

 【病害に強い新品種のキウイの大規模生産へ】  

 （JA 東予園芸・西条・周桑、ジェイエス・インベストメンツ）  

 

3/28 松山市  

 【市民一人当たりのごみ排出量最少奪還】  

 （市環境モデル都市推進課）  

 



◇-高知新聞-◇  

 4/7 高知県  

 【造礁サンゴ 身近な海の環境変化 警鐘を】  

 （土佐清水市竜串湾、オニヒトデ）  

 

4/16 香美市  

 【高知県林業大学校 開校】  

 （初代校⾧・建築家・隈研吾氏）  

 

◇-日本経済新聞-◇  

 4/6 四国  

 【立木販売 3.5 倍に強化 コンテナ苗倍増 今年度計画】  

 （四国森林管理局）  

 

4/13 久万高原町  

 【森林資源 ドローンで測量 ジツタなど】  

 （ジツタ、中予山岳流域活性化センター）  

 

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

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。  

 ～目標 13「気候変動に具体的な対策を」の関連教材～  

 

■DVD 教材：気候変動への挑戦～動き出した世界と日本～（全国地球温暖化防止活動推進

センター（JCCCA））  

http://www.jccca.org/tool/list_etc/list_etc01.html  

 

地球温暖化の現状と将来予測、気候変動に挑むために行われている様々な適応や取組につ

いてセクションごとに映像化されている DVD です。  

 各セクションは環境省 Youtube チャンネルでも、動画でご覧いただけます。  

 

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

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＊  

■とくしま“SATOUMI”リーダー育成講座 ①里海って何？（徳島県徳島市 7/7）  

http://4epo.jp/information/events/11587.html  

 

■環境学びフォーラム「未来へつなぐ環境教育」～「知識を学ぶ」から「学び方・創造/変

革の仕方を学ぶ」へ（徳島県徳島市 7/16）  

http://4epo.jp/information/notice/11612.html  

 

■丈夫で⾧持ち 藍染めハンカチを作ろう！（徳島県徳島市 7/21）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/06/06/information-68/  

 

＊香川＊  

■こども×若者 まちづくりサミット in 高松！（香川県高松市 7/1）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/06/25/information-71/  

 

■かがわ里海大学「できた！が増える片づけ教室」（香川県高松市 7/28）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/06/25/information-72/  

 

■高校生カレッジ 2018～世界とのつながりを感じよう～（香川県高松市 8/17）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/06/13/information-69/  

 

■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  

 

＊愛媛＊  

■愛媛県が、平成 30 年度クールシェア みんなで出かけまシェア!行きまシェア! 協力施

設を募集  

http://4epo.jp/information/notice/11328.html  

 

■愛媛県が、えひめ環境大学の平成 30 年度受講者を募集中（～7/3）  

http://4epo.jp/information/notice/11324.html  

 



■どんぐり王国「3 しょくプロジェクト」（愛媛県西予市 8/19）  

http://4epo.jp/information/notice/11637.html  

 

＊高知＊  

■平成 30 年度高知森林インストラクター養成講座 受講者募集（～高知県 7/5）  

http://4epo.jp/information/notice/11663.html  

 

■ドキュメンタリー映画『種子（たね）』上映会（高知県高知市 7/11）  

http://4epo.jp/information/events/11544.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＞  

■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）（2 次募集：7/11～

9/12）  

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

 

■瀬戸内オリーブ基金 ゆたかなふるさと助成（植樹・環境教育分野）（～8/31）  

http://4epo.jp/information/subsidy/11463.html  

 

【全国】  

 

 ＜イベント・募集＞  

■中国・四国地区社会教育研究集会～住民自治と社会教育～（岡山県岡山市 6/30）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/05/23/information-65/  

 

■ESD 環境学習プログラム研修会「既存の公共施設を、見学施設から ESD の視点を取り入

れた環境学習の拠点施設へ変身させるノウハウを学ぶ！」（岡山県岡山市 7/19）  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/06/19/information-70/  

 

＜助成金＞  

■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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