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【 四国 ESD センターメールマガジン 】2019.2.28（第 16 号）  

http://shikoku.esdcenter.jp/   

 

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

 ※このメールマガジンは、購読を希望された方、四国 ESD センターと名刺交換をさせて

いただいた方にお送りしております。  

 配信を希望されない方やアドレス変更等の手続きに関しては、お手数ですが下記メールア

ドレスへご連絡をお願いします。  

info@shikoku-esdcenter.jp  

 ※ここでは、SDGs(持続可能な開発目標)の関連情報も載せています。  
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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  

 

過去に配信したメールマガジンも掲載しています。  

https://shikoku.esdcenter.jp/2018/12/01/ezine/  

 



 ■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  

 新たに追加になりました！  

・株式会社土佐山田ショッピングセンター（高知県香美市）  

・室戸ジオパーク推進協議会（高知県室戸市）  

 

 新居浜市教育委員会の「ESD 通信」最新号が更新されました！  

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 5「ジェンダー平等を実現しよう」♪  

立春が過ぎ、暦の上では春となりましたね。さて、来月の 8 日には「国際女性デー」があり

ますが、皆さんはご存知でしょうか？1904 年 3 月 8 日にニューヨークで婦人参政権を求め

たデモが発端で、1975 年に国連が女性の生き方を考える日として制定しました。SDGs に

貢献する取り組みとして全国各地で関連のイベントが行われ、四国は香川で開催されるよ

うです。  

 世界経済フォーラム（WEF）による男女格差の度合いを表す指数調査では、2018 年の日

本は 110 位（149 カ国中）と G7 で最下位であったように、男女平等への課題は多いように

感じます。この機会に考えてみませんか。  

 

HAPPY WOMAN ONLINE  



https://happywoman.online  

 

 

 ■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 5「ジェンダー平等を実現しよう」に関する記事をご紹介します。  

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・2/7 県内  

 【理工系女子なぜ少ない 女子は文系 偏見根強く】  

 （きらり阿波女ページより）  

 

◇-四国新聞-◇  

・10/25 高松市  

 【商工会議所女性起業家大賞 全国初の 2 部門での受賞 中古学生服店で地域貢献】  

 （全国商工会議所女性連合会、サンクラッド［社長・馬場加奈子氏］）  

 

◇-愛媛新聞-◇  

・12/12 県内  

 【女性の政界進出 期待】  

 （市民の窓・武井多佳子氏）  

 

・1/12 松山市  

 【起業目指す女性 最終プレゼンテーション】  

 （なでしこドリームプロジェクト、サイボウズ松山オフィス）  

 

◇-高知新聞-◇  

・5/17 全国  

 【女性の社会進出 社会の意識から変えよう】  

 （「政治分野の男女共同参画推進法」）  

 

 

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

 



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 5「ジェンダー平等を実現しよう」の関連教材～  

 

■世界を変える若者のチカラ～国際 NGO プランの活動現場から～  

リンク：https://www.plan-international.jp/school/detail02/  

 

作成：公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン  

 

途上国の女の子の現状・可能性についてのデータ解説から、世界を変える若者のチカラを考

える教材です。  

 

 

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

 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など  

 

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

＜イベント・募集・お知らせ＞  

 ＊徳島＊  

■親子でチャレンジ！エコ・クッキング♪（徳島市 3/9）  

http://4epo.jp/information/events/14053.html  

 

＊香川＊  

■四国における、小規模分散・自家消費型発電のネットワーク構築に向けて（高松市 3/2）  

http://4epo.jp/information/notice/14039.html  

 

 ■シンポジウム『今、水族館が四国を盛り上げる！その魅力と将来』（高松市 3/9）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2019/02/27/information-125/  

 

 ■どんぐり銀行 春の恒例行事「苗木払い戻し行事」（仲多度郡 3/10）  

http://4epo.jp/information/events/14287.html  

 



 ■アートと自然と暮らしを感じる 1 日！瀬戸芸で大人気の豊島を体験！（県内 3/16）  

http://4epo.jp/information/notice/14344.html  

 

 ■アイパル・ＪＩＣＡ映画祭（高松市 3/17）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2019/02/25/information-123/  

 

＊愛媛＊  

■にいはま SDGs アート・フェスティバル（作品募集 4/1～6/30）  

https://shikoku.esdcenter.jp/2019/02/26/information-124/  

 

＊高知＊  

■のいち動物園 中西安男写真展「いのち輝く瞬間（とき）」  

http://4epo.jp/information/events/14207.html  

 

 ■春の息吹を探そう＆森のようちえん（高知市 3/17）  

http://4epo.jp/information/events/14209.html  

 

 ■地域の学習交流会 in 四万十町 2019 住民主体のまちづくり活動を！（四万十町 3/19）  

http://4epo.jp/information/events/14281.html  

 

 ■春の草団子づくり（香美市 3/24）  

http://4epo.jp/information/events/14277.html  

 

 ■「NPO」「ボランティア」川柳、写真大募集（～4/20）  

http://4epo.jp/information/notice/14205.html  

 

 ■レンズ越しの出会いフォトウォーク in 室戸ユネスコ世界ジオパーク（室戸市 4/20）  

http://4epo.jp/information/events/14307.html  

 

＊全国＊  

■平成 31（2019）年度 ユネスコ活動費補助金（SDGs 達成の担い手育成（ESD）推進事

業）の公募について（～3/1）  

http://www.mext.go.jp/unesco/001/2019/1413440.htm  

 

 ■持続可能な開発のための教育（ESD）に関する 2019 年ユネスコ／日本 ESD 賞（～2/28）  

https://chugoku.esdcenter.jp/2019/02/15/2019unesconihonesdaward20190228/  



 

 ■【ESD をめぐる国際的な動き】  

https://esdcenter.jp/overseas/esdnews/  

 

 

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

 

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 


