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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。  

 

★四国の地域 ESD 拠点の関連情報  

 ＜新居浜市教育委員会＞  



 新居浜市内の各小・中学校や新居浜市教育委員会の ESD 推進における取組が「ESD 通信」

として掲載されています。10 月 31 日に最新号が発行されました。  

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/gakkou/esd-tsuusin.html  

 

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

 

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」♪  

 

早いもので、今年も師走となりました。クリスマスプレゼントやお歳暮、お世話になった人

や大切な人にプレゼントを贈る機会が多いシーズンですね。皆さんは、どのようなギフトを

選びますか？相手のことを想いながら、好みや予算などに応じて選ぶのは楽しいものです。

選択肢の１つとして、「エシカル消費」といわれる環境や社会、地域に配慮した製品・サー

ビスを選ぶ取り組みがあり、ここ四国でも浸透してきています。その概念は幅広く、地産地

消や復興支援、フェアトレードなどさまざまです。私たちの選択（買い物）に少し配慮する

ことが、関わる全ての人を笑顔にし、よりよい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 -◇  

・9/4 上勝町  

 【レジ袋断るといいこと 上勝町 10 店舗 ごみ減量キャンペーン】  

 （町、（特活）ゼロ・ウェイストアカデミー）  

 

・9/8 徳島市  

 【スーパーのハローズ 売れ残り食品 福祉施設へ FB とくしまと連携 ロス削減へ有

効活用】  

 （（特活）フードバンクとくしま、スーパー・ハローズ）  



 

・9/12 美馬市  

 【エコハウス工法学ぼう 廃材を活用 美馬で建設計画 参加者募る】  

 （元地域おこし協力隊・倉科智子さん）  

 

・9/20 那賀町  

 【規格外木材活用「木の駅」民間主体で集材拠点増 那賀 本年度も実証実験】  

 （なかモリプロジェクト研究会）  

 

・9/22 県内  

 【エシカル消費推進 貢献者を顕彰 アワード創設表明】  

 （県知事）  

 

・9/30 勝浦町  

 【食品ロス 計量で 4 割減 消費者庁職員「買い物記録」促す 勝浦で講演会】  

 （町など）  

 

・9/30 上勝町  

 【量り売りでごみ削減 容器持参で交換ポイント】  

 （町）  

 

◇-四国新聞-◇  

・9/1 高松市  

 【香川の野菜おいしいよ 県農協が高松で PR】  

 （県農協［理事長・遠城昌宏氏]）  

 

◇-愛媛新聞-◇  

・9/1 大洲市・西予市  

 【県産材使用 仮設住宅 完成】  

 （大洲市、西予市、県）  

 

・9/4 四国中央市  

 【瀬戸内産カキ殻を肥料に 酒米の日本酒発売】  

 （梅錦山川、県、県酒造組合）  

 

◇-高知新聞-◇  



・8/7 香美市  

 【県内食材でメニュー考案 レストランで提供】  

 （香美市こどもエコクラブ、レストラン「EZE」）  

 

・8/22 佐川町  

 【燻製作りで地元の木材や食材の魅力を知る活動の実施】  

 （集落活動センター「くろいわ」、「さかわ発明ラボ」）  

 

・9/15 香美市  

 【三嶺保護団体へ 商品販売の一部を寄付金として贈呈】  

 （土佐山田ショッピングセンター、三嶺をまもるみんなの会）  

 

・9/16 仁淀川町  

 【温浴施設 地産地消を推進 地域の野菜と入浴券を交換】  

 （「ゆの森」井上秀彦支配人）  

 

◇-日本経済新聞-◇  

・9/1 徳島県内  

 【「エシカル消費」楽しんで】  

 （四国短期大学部[教授・加渡いづみ氏]）  

 

・9/22 愛媛県宇和島市  

 【豪雨を越え 自信のミカン】  

 （山内直子さん、西谷諭さん）  

 

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

 

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～  

 

■あなたの行動が社会を変える！～おもいやりのある消費者をめざして～  

リンク：https://www.pref.ehime.jp/h15100/kinyuu/syouhisyakyouikukyouzai.html  



 

発行・著作：愛媛県（2018 年 1 月）  

 制作委託：特定非営利活動法人えひめ消費者ネット  

 

自らの生活が社会に与える影響を考え、環境や人、地域への「おもいやり」を持って行動で

きる消費者を目指し、高校生向けに作成された教材です。  

 

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

 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など  

 

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

 ★第 4 回四国環境パートナーシップオフィス表彰 募集開始（～1/3）  

http://4epo.jp/information/notice/13379.html  

 

＜イベント・募集・お知らせ＞  

 ＊徳島＊  

■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」（吉野川市 12/15）  

http://4epo.jp/information/events/13335.html  

 

 ■新春書き初め♪冬のエコスタイル♪（徳島市 1/5）  

http://4epo.jp/information/events/13530.html  

 

＊香川＊  

■みんなで楽しく料理をしながら食品ロスについて考えよう！（高松市 12/15）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/12/13/information-113/  

 

 ■第 28 回 香川県ボランティア・ＮＰＯ交流集会（高松市 12/16）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/12/04/information-107/  

 

 ■地域の魅力再発見！省エネエコツアーwith 香川大学生（～12/20）  

http://4epo.jp/information/notice/13601.html  

 

 ■「サモアについて知る・サモアで行う国際協力」（高松市 12/18～1/26）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/11/21/information-105/  

 



 ■香川県が、新しい動画「さぬきっ子環境スタディ～3R 編～『ごみの処理と利用』」の公

開をお知らせ  

http://4epo.jp/information/notice/13574.html  

 

＊愛媛＊  

■めざせ！森の名探偵。森の再生と生きもの探検？（新居浜市 12/15）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/12/03/information-106/  

 

 ■コミュニティ・スクールの在り方を考える②（新居浜市 12/15）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/12/06/information-109/  

 

 ■防災とボランティアのつどい in 愛媛（松山市 1/27）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/12/12/information-111/  

 

 ■コミュニティ・スクールの在り方を考える③（松山市 2/2）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/12/06/information-110/  

 

＊高知＊  

■親子で学ぼう SDGs クリスマスパーティー（南国市 12/15）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/12/12/information-112/  

 

 ■平成 30 年度高知県社会教育実践交流会（香南市 1/19）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/12/04/information-108/  

 

 ■第 12 回協働の森フォーラム 高知の森から持続可能な未来へ（高知市 1/24）  

http://4epo.jp/information/events/13546.html  

 

 ■第 3 回 高知オーガニックフェスタ（高知市 1/27）  

http://4epo.jp/information/events/13450.html  

 

＜助成金＞  

■平成 30 年度高知県清流保全パートナーズ協定助成事業３次募集 (～1/16）  

http://4epo.jp/information/subsidy/13548.html  

 

＊全国＊  

■「未来につなぐふるさと基金」2019 年度公募（～1/10）  



http://4epo.jp/information/subsidy/13310.html  

 

 ■H30 年度こどもエコクラブ 全国エコ活コンクール   

壁新聞・絵日記・映像大募集！（～1/9）  

https://esdcenter.jp/award/ecoclub_ecokatsucon/  

 

 ■第 10 回惑星地球フォトコンテスト（～1/31）  

https://esdcenter.jp/award/earthplanetaryphotocon/  

 

 ■第 16 回オーライ！ニッポン大賞（～1/31）  

https://esdcenter.jp/award/ohrai_nippon/  

 

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

 

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  

 

 


