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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 1 件更新しました。 

平野薬局（株式会社平野） 

調剤薬局の特性を活かした、地域貢献や社会的責任経営の実践と人材育成について取材し

ました。 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/10/29/effortsintro-2/ 

 

■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」♪ 

 

10 月 31 日はハロウィンですね。ハロウィンは、古代ケルト人が行っていた秋の収穫祭や悪

魔払いと、キリスト教の万聖節が結びついたものが由来とされているようです。先週、高松

で開催された「子どもと学ぶ SDGs・ハロウィン大作戦」では、牛乳パックを切り貼りした

バッグや、不要になった学生服を切って作ったマント、使い終わったビニールの傘袋を集め

た箒など、工夫を凝らしたエコ工作で仮装をした子供たちが町を練り歩きました。一部では

ハロウィン後の散乱したごみが問題となっている地域もあるようですが、一人一人の意識

や工夫が地球環境への配慮につながります。イベントを楽しみつつ、ちょっと地球のこと、

環境のこと、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 -◇ 

・7/4 阿南市 

【特産の竹で作業学習 地元で活躍目指し 紙やトイレットペーパー製作】 

（阿南支援学校高等部） 

 

・8/26 阿南市 



【阿南市職員 台風で漂着ごみ撤去 北の脇海岸ウミガメ産卵場所】 

（市） 

 

◇-四国新聞-◇ 

・8/12  高松市 

【漂着ごみアートに 造形作家、児童を指導】  

（四宮龍さん） 

 

・8/26 飯田町 

【「畑の肉」大豆収穫 高松で親子ら】  

（マルヨシセンター、大塚製薬） 

 

◇-愛媛新聞-◇ 

・8/9 松山市 

【子どもたちが暮らしのゴミを考えるイベント】 

（子ども保健大学、愛媛生協病院） 

 

・8/15 愛南町 

【町議会がタブレットを導入しペーパーレス化目指す】 

（愛南町議会） 

 

・8/23 松山市 

【松野町の豪雨廃棄物 70 トンを松山市が受け入れへ】 

（松野町、松山市、県） 

 

◇-高知新聞-◇ 

・7/2 四万十町 

【児童が取水堰の流木を使って炭作りの体験】 

（佐賀取水堰、町立昭和小学校、四国電力） 

 

・7/5 香南市 

【規格外みかんを有効活用し、ジュースを製品化】 

（山北ミカン、JA 土佐香美） 

 

・7/11 高知市 

【ごみ出しが困難な世帯などを 10 月に個別収集の試行】 



（ふれあい収集） 

 

・7/18 四万十市 

【洗剤の代用に使えるエコ培養液の製造を体験】 

（「しまんと AI」、市立蕨岡中学校） 

 

・7/22 四万十町 

【海水浴客が浜の流木を使ってベンチを作成】 

（環境省「快水浴場百選」、四万十町興津小室の浜） 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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：ごみゼロ・じゅんかん「ぐるぐる BOOK」 

教材リンク： 

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyo/gakushu/guruguru/ 

企画・編集：香川県廃棄物対策課 

 

３R をはじめとする循環型社会についての考え方を、写真や絵を交えて分かりやすくまと

められています。 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

＜主催イベントのお知らせ＞ 

■ユース世代交流会～SDGs 達成に向けてのワークショップ～（募集締切 10/30） 

日時：11 月 10 日（土）18:00～21:00、11 日（日）9:00～11:30 

場所：マリンパーク新居浜（愛媛県新居浜市垣生 3 丁目乙 324 番地） 



 

■ESD 学びあいフォーラム～次世代を担うユースとともに地域の課題解決をめざそう～ 

日時：11/11（日）13:30～16:00 

場所：新居浜テレコムプラザ 1 階会議室（愛媛県新居浜市坂井町 2 丁目 3-17）※新居浜駅

より徒歩 2 分 

 

＜イベント・募集・お知らせ＞ 

＊徳島＊ 

■「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!!（徳島鳴門塾：11/18） 

http://4epo.jp/information/notice/12143.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（徳島市 12/8） 

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

 

■子どもが生き生きと活動するまち「ヨッピータウン・ピッピータウン」参加団体募集！！

（徳島県内～11/1 締切） 

http://4epo.jp/information/notice/13101.html 

 

＊香川＊ 

■災害時通訳ボランティア研修（英語）（高松市 11/4） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/10/09/information-96/ 

 

■2018 UNESCO Cooking Party（高松市 11/4） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/10/29/information-102/ 

 

■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 

 

■「SDGs を企業が導入するメリット」自社のサービスをどう生かすべきか？企業研修（高

松市 11/12、高松市 12/4） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/10/24/information-98/ 

 

■インドネシア語入門講座～言語や文化を学ぼう＆交流を楽しもう～（さぬき市 11/17） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/10/09/information-95/ 

 



■かがわ里海大学「できた！が増える片づけ教室」と「ファシリテーター実践講座」（綾歌

郡 12/8、高松市 12/15） 

http://4epo.jp/information/events/13068.html 

 

＊愛媛＊ 

■平成 30 年度 地域国際化ステップアップセミナー in 四国（松山市 11/7） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/10/24/information-101/ 

 

■えひめの環境学習シンポジウム（新居浜市 11/10） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/09/07/information-88/ 

 

■消費者教育講演会のご案内（松山市 11/18） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/10/04/information-93/ 

 

＊高知＊ 

■防災植物教室（高知市 11/10） 

http://4epo.jp/information/events/13061.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 

 

■第 41 回中国・四国地区社会教育研究大会高知大会（高知市 11/15、16） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/10/10/information-97/ 

 

■NPO 法人 食と健康を学ぶ会 第 18 回講演会（高知市 11/25） 

http://4epo.jp/information/events/13113.html 

 

＊全国＊ 

■環境省が、「プラスチック・スマート」キャンペーンの立ち上げについてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/13099.html 

 

＜助成金＞ 

■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 

 



■平成 31 年度地球環境基金助成金（11/5～12/5） 

http://4epo.jp/information/subsidy/13059.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 

          

 

 


