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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 

 

★取材レポートを 2 件更新しました。 

・「アイパル・JICA 高校生カレッジ 2018 夏」 

高校生が留学生と一緒に避難所体験・ワークショップをしました。 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/08/30/eventreport/ 

 

・「シコク環境ビジネス株式会社」 

エコアクション 21 の実践を通した人材育成、持続可能な社会に貢献する企業の継続した取

り組みとは。 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/08/29/effortsintro/ 



 

■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 11「住み続けられるまちづくりを」♪ 

 

9 月 1 日は防災の日でした。避難セットの準備や避難所の確認をされた方もいらっしゃるの

ではないでしょうか。さて、皆さんはペットを飼われたことはありますか？災害などの非常

時、被災した動物の救護はどうすれば良いのでしょうか。東日本大震災や熊本地震の際には、

避難所でのペットによるトラブルや飼育環境の確保など課題が浮き彫りとなりました。 

今年の 3 月に環境省が策定した「人とペットの災害対策ガイドライン」では、これまで実際

に起きた災害や避難先における問題が具体的に取りあげられ、飼い主が行うべき事や対策

について説明されています。 

大切なペットを守るため、人も動物も共に安心して暮らしていくために、日頃からできるこ

とを考えてみませんか。 

 

環境省>報道・広報>報道発表資料「災害、あなたとペットは大丈夫？人とペットの災害対

策ガイドライン＜一般飼い主編＞」の策定について 

http://www.env.go.jp/press/105949.html 

 

■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 11「住み続けられるまちづくりを」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇ 

・6/26 勝浦町 

【パッションフルーツ 緑のカーテンや特産品に 新野高生ら苗植え】 

（緑のリサイクル・ソーシャル・エコ・プロジェクトチーム、町老人会） 

 

・7/6 上勝町 

【上勝のかやぶき古民家 環境省の支援事業に選定 宿泊施設で活用検討】 

（郷の元気） 

 

・7/18 三好市 

【西日本豪雨 三好市道路 106 ヵ所損壊 被害 20 億円 復旧⾧期化へ】 

（市） 

 

・7/19 那賀町 

【那賀町天然記念物 衰え目立つ和無田八幡神社門杉 水はけ改善へ道路工事】 

（町） 

 

・7/29 石井町 

【石井の農家がエシカル食堂 園児らに振る舞う】 

（コロコロおばちゃんの会、NPO 法人・フードバンクとくしま） 

 

◇-四国新聞-◇ 

・7/1 全国 

【潜伏キリシタン 世界遺産に 文化財保護の担い手確保へ】 

（⾧崎市、頭ヶ島集落） 

 

・7/2 全国 

【119 番通報 多言語対応 五輪まで目標 100％】 

（総務省消防庁） 

 

・7/3 高松市   

【災害時に輸送相互応援】  

（四国トラック協会連合会） 



 

・7/5 丸亀市  

【ブロック塀 自主防災会が安全点検】  

（川西地区自主防災会） 

 

・7/5 坂出市  

【玄関に黄色いハンカチを 安否確認スムーズに】  

（市） 

 

・7/12 四国 

【被災者救援ローン 申込は来年 3 月末まで】 

（四国労働金庫） 

 

・7/18 県内  

【下流に住宅 ため池 1.1 万ヵ所 ハザードマップ公表 64％】  

（農林水産省） 

 

・7/24 三豊市  

【児童が防災マップ作り】  

（仁尾児童館「におっこ清掃探検隊」） 

 

・7/28 高松市  

【児童目線で防災マップ 設備など確認】  

（新番町小学校） 

 

・7/29 坂出市  

【台風に備え豪雨体験 児童ら防災キャンプ】  

（西庄小連合子ども会） 

 

・7/30 高松市  

【防災“志”31 人認定】   

（県婦人団体連絡協議会） 

 

◇-愛媛新聞-◇ 

・5/18 松山市 

 【大学生が移動動物園で命の大切さを考える】 



 (松山東雲女子大学） 

 

・5/27 内子町 

【地域に根ざした巨木とその記憶を大学生がマップに】 

（愛媛大学法文学部） 

 

◇-高知新聞-◇ 

・6/7 四万十町 

【企業が社員教育の一環で地域の栗畑再生】 

（菓子メーカー「浜幸」） 

 

・6/12 土佐清水市 

【日本ジオパーク審査のため、総力戦会議を設置】 

（土佐清水ジオパーク推進協議会） 

 

・6/14 香南市 

【児童がアホウドリの模型を活用し野村⾧平の生活を学ぶ】 

（岸本小学校、野村⾧平（無人島⾧平）） 

 

・6/18 室戸市 

【室戸ジオパークで観光ガイドが勉強会を実施】 

（室戸ジオパーク推進協議会） 

 

・6/20 高知市 

【住民が遊水地の埋め立てによる災害時の悪影響に危惧】 

（春野町「小松の沼」、残土処理業者） 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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 11「住み続けられるまちづくりを」の関連教材～ 

 



■教材名：守ろう地球のたからもの～豊かな世界遺産編～ 

教材リンク： 

http://www.unesco-esd.jp/study/ 

制作・発行：公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟 

協力：三菱 UFJ フィナンシャル・グループ、国立大学法人 奈良教育大学 

 

世界遺産の学習を通じて、持続可能な社会づくりについて考えられるように工夫された教

材です。 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

＊四国＊ 

■「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!!（徳島上勝塾：10/14、10/21）（徳島鳴門塾：11/18） 

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

 

＜イベント・募集・お知らせ＞ 

＊徳島＊ 

■森と野生動物を体感するエコツアー（那賀町 10/14） 

http://4epo.jp/information/events/12774.html 

 

■「社会教育ファシリテーター（学びのファシリテーター）」養成研修会（板野郡 10/27、

徳島市 12/8） 

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/08/02/information-81/ 

 

＊香川＊ 

■森のワークキャンプ（高松市 10/20～21） 

http://4epo.jp/information/events/12396.html 

 

■かがわ里海大学「海ごみリーダー育成講座」（高松市 11/3） 

http://4epo.jp/information/events/12723.html 

 



＊愛媛＊ 

■第 8 回フォトコンテスト入賞作品展「つながる」（宇和島市 9/15～30） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/09/05/information-86/ 

 

■一株の稲の実いくつ？親子で、稲刈りと稲の実調べ（新居浜市 10/14） 

http://4epo.jp/information/notice/12708.html 

 

■めざせ！森の名探偵。檜の間伐と猪道で生きもの探検？（新居浜市 10/28） 

http://4epo.jp/information/notice/12712.html 

 

＊高知＊ 

■初めてのサバイバル～生き抜く知恵をつけよう～（香美市 10/7） 

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

 

■狩猟フォーラム 2018（香美市 10/8） 

http://4epo.jp/information/events/12706.html 

 

■物部川の森里川海流域シンポジウム（香美市 10/13、14） 

http://4epo.jp/information/notice/12752.html 

 

■第 26 回 のいち動物公園写生コンテスト募集（香南市～11/11） 

http://4epo.jp/information/notice/12698.html 

 

＊全国＊ 

＜教材等紹介＞ 

■環境省が、「災害、あなたとペットは大丈夫？人とペットの災害対策ガイドライン＜一般

飼い主編＞」の策定をお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/12682.html 

 

■「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/ 

 

＜イベント・募集＞ 

■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 



 

■第 9 回 ESD 大賞 募集（～10/10） 

http://4epo.jp/information/notice/12739.html 

 

■ESD 環境学習プログラム研修会（岡山県津山市 10/18） 

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/08/22/information-85/ 

 

■「第４回全国ユース環境活動発表大会」の募集開始（～10/29） 

http://4epo.jp/information/notice/12716.html 

 

＜助成金＞ 

■2018 年全労済地域貢献助成事業（9/21～10/5） 

http://4epo.jp/information/subsidy/12645.html 

 

■平成 31 年度 子どもゆめ基金助成金（体験活動・読書活動）（一次募集：10/1～11/13・

11/27） 

http://4epo.jp/information/subsidy/12667.html 

 

■「花王・みんなの森づくり活動」 2018 年度助成対象団体の募集（～10/14） 

http://4epo.jp/information/subsidy/12306.html 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

５．メルマガ・ホームページに情報を掲載したい方へ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

四国 ESD センターのメルマガやホームページに情報の掲載をご希望の方は、メール、ファ

ックス、郵送いずれかの方法で、情報をお寄せください。 

 

---------E-mail の場合は以下のフォームをご利用下さい（変更可）--------- 

 

■（タイトルをご記入下さい） 

 

【日時】： 

【場所】： 



【内容】： 

【参加費】： 

【主催】： 

【問合せ】： 

【リンク先】： 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

６．四国 ESD センターメールマガジンについて 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

配信の希望・変更・停止や、情報の投稿、その他お問合せ・ご意見等が 

ございましたら info@shikoku-esdcenter.jp までご連絡ください。 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

  

・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜ 

 

発行     

四国地方 ESD 活動支援センター（四国 ESD センター） 

香川県高松市寿町２−1−1 高松第一生命ビル新館３Ｆ 

TEL :087−823−7181 / FAX :087−823−5675 

E-mail:info@shikoku-esdcenter.jp 

HP：http://shikoku.esdcenter.jp/ 

 

・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・ 

 

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 

          

 

 


