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１．四国 ESD センターからのお知らせ  

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

 

この度の西日本豪雨災害、また台風 12 号の影響により、被災された方々に心よりお見舞い

申し上げます。  

 当センターでは、7 月 28 日・29 日にユース世代交流会・ESD 学びあいフォーラムの開催

を予定していましたが、台風 12 号の接近により、四国内の移動が困難になることが予想さ

れるため、今回、初めてイベントの中止を決定しました。  

 参加者の安全を考えての早めの判断や、関係者の皆さまへの連絡等迅速な対応が求められ

事前にさまざまなことを想定することの重要性を実感する機会となりました。  

 皆さまも、事前の備えについて、今一度考えてみられてはと思います。  

 今後については、準備が整い次第、ご連絡を予定しています。  

 引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

■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 12「つくる責任つかう責任」♪  

 

今年は、7 月 20 日から 8 月 6 日頃までが土用の期間です。  

 土用にうなぎを食べる習慣が定着していますが、そのきっかけは江戸時代に、讃岐国（現・

香川県さぬき市）出身の平賀源内がうなぎを食べる風習を作った説が有力のようです。日本

で昔から親しまれているニホンウナギは、現在ほとんどが養殖で、捕獲した天然の稚魚を育

てており、年々個体数が減少、環境省の絶滅危惧種にも指定されています。  

そんな中、大手小売業者による蒲焼きされたニホンウナギの廃棄量は、年間数トンに及ぶと

の調査結果が出ており、生物多様性や食品廃棄などさまざまな問題をはらんでいます。持続

可能な未来を作るのは私たちの日々の一つ一つの選択です。土用のうなぎの日の買物の仕

方から出来ること、考えてみませんか？  

 

■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 -◇  

・4/12 佐那河内村  

 【汚泥発酵させ液肥に 佐那河内で実証事業 資源循環目指す】  

 （（一社）地域環境資源センター）  

 



・4/17 阿南市  

 【ナミキソウ絶滅から守れ 新野高生が保全活動 生徒作った堆肥活用】  

 （新野高校）  

 

・5/13 県内  

 【オリックス風力発電計画 地元住民ら団体発足 神山など 25 人 説明や情報要求】  

 （住民団体・里山の暮らしと森を考える会（仮称））  

 

・5/15 県内  

 【事業見直し求め 2 団体が要望書 県に提出】  

 （生物多様性とくしま会議、日本生態学会中国四国地区会）  

 

・5/25 県内  

 【オリックス風力発電計画 生態系影響を懸念 回避求める意見書提出】  

 （徳島県知事）  

 

◇-四国新聞-◇  

・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）  

 

・5/8 土庄町豊島  

 【あすから掘削再開へ 埋め戻しの産廃で】  

 （県）  

 

・5/9 県内  

 【排出量 最小 31.8 万トン 16 年度県内一般ごみ 袋の有料化で減量の意識】  

 （県）  

 

・5/10 県内  

 【サワラ稚魚 12 万匹育成へ 資源量回復に向け 採卵作業スタート】  

 （県、瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会）  

 

・5/22 土庄町豊島  

 【豊島新たな産廃 早期に適正処理 調査完了受けて】  

 （知事・浜田恵造氏）  



 

・5/24 県、高松市  

 【廃棄物の分別チェック 一斉パトロール開始】  

 （県、市）  

 

・5/31 高松市  

 【ごみ 不法投棄しないで 住民らパトロール開始】  

 （市）  

 

◇-愛媛新聞-◇  

・4/21 今治市  

 【新たなごみ処理施設 環境学習施設も兼ねる】  

 （バリクリーン）  

 

・5/9 宇和島市  

 【回転寿司大手 地域の企業と循環フィッシュ】  

 （くらコーポレーション、宇和島プロジェクト）  

 

・5/29 西条市  

 【高校生ら 20 人 棚田で有機の田植え】  

 （西条農業高校）  

 

◇-高知新聞-◇  

・5/21 須崎市  

 【地域の竹活用 竹自動車も披露 世界へ発信】  

 （竹虎株式会社山岸竹材店[社⾧・山岸義浩氏]、題 11 回世界竹会議）  

 

・5/18 高知市  

 【絶滅危惧種のガンゼキラン群落 初公開】  

 （高知県立牧野植物園栽培技術課・藤井聖子さん）  

 

・5/22 四万十町  

 【絶滅危惧種のガンゼキラン 住民が保護 販売用の株も育てる】  

 （志和地区、「ガンゼキランの里づくり」）  

 

・5/24 土佐町  



 【無農薬栽培のぶどう ワイン作りに挑戦】  

 （ミシマファーム[代表・山中こずえ氏]）  

 

・5/27 四万十市  

 【高校生らが田植え 周辺の雑草はヤギが処理】  

 （中村高校西土佐分校カヌー部員、生産者・滝石典子さん）  

 

◇-朝日新聞-◇  

・5/19 土庄町豊島  

 【豊島の産廃 610 トンに 県調査終了】  

 （県）  

 

◇-日本経済新聞-◇  

・5/16 高松市  

 【LED 街灯 防災に的を 設備工事の営業網活用】  

 （「HALVO ホールディングス」、空調・給排水設備工事会社「星電」［営業担当・松岡博之

氏］）  

 

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

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 12「つくる責任つかう責任」の関連教材～  

 

■教材名：消費者教育～小学生も消費者～（NPO 法人えひめ消費者ネット）  

 教材リンク  

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

 

 NPO 法人えひめ消費者ネットホームページ  

https://ehime-syouhisya-net.org/  

 

 ESD の視点で、さまざまな消費に関して勉強できる教材です。ワークシートやクイズもつ

いているので、飽きずに取り組むことができます。  

 

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



４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など  

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

 

【四国】  

■【緊急のお知らせ】ユース世代交流会（7/28、29）の開催中止について  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/07/31/information-76/  

 

■【緊急のお知らせ】ESD 学びあいフォーラム（7/29）の開催中止について  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/07/31/information-77/  

 

■「リサイクル資材を活用した、小さな手作り発電推進プロジェクト」備えの電気は自分で

作る!!（香川塩江塾：8/19、8/26）（徳島上勝塾：10/14、10/21）（徳島鳴門塾：11/18）  

http://4epo.jp/information/notice/12143.html  

 

■緊急助成「平成 30 年 7 月豪雨で被災した子どもの学びや育ちの支援活動助成」の募集  

https://blog.benesse.ne.jp/kodomokikin/news/info/2018/20180720.html  

 

＜イベント・募集・お知らせ＞  

 ＊徳島＊  

■みんなで学ぶ！エシカル教室（徳島市 8/26）  

http://4epo.jp/information/events/12045.html  

 

■【林業の木材搬出体験!】四国のへそ 森林の楽校 2018（三好市 9/8～9/9）  

http://4epo.jp/information/notice/12032.html  

 

＊香川＊  

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

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

 

■親子で行く！！産業廃棄物施設見学バスツアー（高松市 8/18）  

http://4epo.jp/information/events/12004.html  

 

■自然観察指導員講習会（坂出市 9/8～9/9）  

http://4epo.jp/information/notice/11939.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、里海コンシェルジュ開始についてお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/12137.html  

 

＊愛媛＊  

■つなぐ生物多様性高校生チャレンジシップ（松山市 8/18）  

http://4epo.jp/information/events/12089.html  

 

■えひめ海ごみ調査隊 2018～知ろう！学ぼう！海洋ごみ！～（松山市 8/25、伊方町 8/26  

http://4epo.jp/information/events/12124.html  

 

■えひめツーキニスト推進企業応援セミナー（松山市 8/31）  

http://4epo.jp/information/events/12018.html  

 

＊高知＊  

■とさ自由学校設立準備室 サマーキャンプ（吾川郡いの町 8/23～26）  

http://4epo.jp/information/events/11985.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  

 

■初めてのサバイバル～生き抜く知恵をつけよう～（香美市 9/16・10/7）  

http://4epo.jp/information/events/12073.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】  

 ＜教材等紹介＞  



■「持続可能な開発目標（SDGｓ）活用ガイド」の発行について  

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/07/31/information-78/  

 

■環境省が、専門家による種名判別おたすけサービス「いきものログ」の「種名調べ支援」

の実施をお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/12039.html  

 

＜イベント・募集＞  

■撮ってみよう！身近で見つけた日本の SDGs「持続可能な開発目標（SDGs）学生フォト

コンテスト 2018」作品募集（～8/20）  

http://4epo.jp/information/notice/12002.html  

 

■環境省が、読本『森里川海大好き！』読書感想文コンクール 2018 の実施をお知らせ（～

9/30）  

http://4epo.jp/information/notice/12037.html  

 

■持続可能な調達アクションプログラム 登録受付を開始  

http://4epo.jp/information/notice/12029.html  

 

■環境省が、平成３０年度教職員等環境教育・学習推進リーダー育成研修の開催についてお

知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/12020.html  

 

＜助成金＞  

■Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs（～8/3）  

http://4epo.jp/information/subsidy/11983.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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