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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  

・新居浜市教育委員会の「ESD 通信」が掲載されています。  

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 3「すべての人に健康と福祉を」♪  

 

まもなく春分を迎え、ガーデニングや種まきの季節となりましたね。   

さて、皆さんは普段食べている野菜がどんな種から育ったか、考えたことはあり    

ますか？種は大きく固定種（在来種など）や F1 種に分けることができます。   

 

市場に出回っているほとんどは人工的に掛け合わせた F1 種によるもので、形や重    

さも揃っていて安定供給できますが、雄性不稔で一代限りの品質となるため、次    

世代へ子孫を残すことができません。固定種は、形や重さ、発芽率など安定的で    

はありませんが、各地域の気候や風土に適応しながら代々受け継がれてきてお    

り、味が濃いなど、特徴があります。   

 

これまで米や麦などの主要農産物の安定供給を支えてきた種子法が、昨年に廃止    

されたことを受け、効率の良い種が出回ることが予想されます。目先のことだけ    

ではなく、どんな野菜を次世代に残したいのか、まさに選択のときが来ています。   

 

四国でも食に関するイベントが開催されますので、ご参考ください。   

 

何を食べたらいいんですか？教えていんやくさん（高知県高知市 3/24）   

https://shikoku.esdcenter.jp/2019/03/18/information-127/  

 

 

 ■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 3「すべての人に健康と福祉を」に関する記事をご紹介します。  

 

◇-徳島新聞-◇  

・2/6 徳島市  

 【産婦人科にセルフレジ プライバシー配慮】  

 （恵愛レディースクリニック）  

 

・2/19 県内  

 【災害時に妊産婦・乳児支援 協定】  

 （鳴門市、徳島県助産師会）  

 

・3/9 県内  

 【徳島病院存続へ 署名 1 万 6600 人分提出】  

 （徳島病院を守る会）  

 

◇-四国新聞-◇  

・2/13 全国  

 【スマホに音量制限を 若者 11 億人に難聴の危険】  

 （世界保健機関（WHO））  

 

・3/1 県内  

 【スマホの学校持ち込み 全市町「懸念ある」 ネット依存 いじめの温床】  

 （県内８市９町教育委員会）  

 

・3/9 県内  

 【ほっとけないゲーム依存 議員発議の条例目指す】  

 （県議会）  

 

・3/11 高松市  

 【動物愛護や譲渡の拠点 「しっぽの森」オープン】  

 （さぬき動物愛護センター）  

 

◇-愛媛新聞-◇  



・2/26 県内  

 【横断中歩行者の事故防止 重点】  

 （［県知事・中村時広氏］、［県警交通部長・森平将文氏］）  

 

・3/6 今治市  

 【福祉避難所で設置 運営協定 南海トラフなど備え】  

 （今治市、来島会、しまなみ福祉会）  

 

◇-高知新聞-◇  

・2/23  高岡郡  

 【地域伝統の昔野菜 初収穫】  

 （十川小学校、奥大道加工グループ）  

 

・2/20 いの町  

 【自閉症児の親ら支援 元教員らがイギリス資格取得 開講】  

 （［吾川郡いの町の元教員・久武夕希子さん］、男女共同参画センター「ソーレ」）  

 

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

 

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 3「すべての人に健康と福祉を」の関連教材～  

 

■種子ーみんなのもの？それとも企業の所有物？（DVD）  

 

リンク：http://www.parc-jp.org/video/sakuhin/semillas.html  

 

出版：アジア太平洋資料センター   

 

人びとの種子を守り、地域の経済や文化、食料主権を守る闘いを描いたドキュメンタリー作

品です。本編のほか、解説編もあり授業や学習会などでも利用できます。  

 

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



 

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＊  

■四国大学フレンドリーキッズクラブ「第１０回ふれんどりーきっずまつり」（板野郡 3/31）  

http://4epo.jp/information/events/14472.html  

 

 ■森の恵み「春の薬草料理体験」（勝浦郡 4/14）  

http://4epo.jp/information/events/14368.html  

 

 ■地球環境を守る日フェスティバル（徳島市 4/14）  

http://4epo.jp/information/events/14451.html  

 

＊香川＊  

■GW 特別プログラム「紙バンドでかごをつくろう！」（坂出市 4/27）  

http://4epo.jp/information/events/14360.html  

 

＊愛媛＊  

■第 30 回サイエンスカフェえひめ 「洞窟に息づく、小さな動物たち」 (松山市 3/26)  

http://4epo.jp/information/events/14476.html  

 

 ■にいはま SDGs アートフェスティバル（全国 4/1～6/30）  

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

 

＊高知＊  

■学ぼうエシカル消費（高知市 3/23）  

http://4epo.jp/information/events/14323.html  

 

 ■春の草団子づくり（香美市 3/24）  

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

 

 ■環境×仕事の現場を見に行くツアー 海のプラごみと私たちのくらし（高知市 3/29）  

http://4epo.jp/information/events/14468.html  



 

 ■木にふれて、つくって、感じよう！こうち木育ひろば in オーテピア（高知市 3/31）  

http://4epo.jp/information/events/14455.html  

 

 ■「NPO」「ボランティア」川柳、写真大募集（～4/20）  

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

 

＊全国＊  

■共に生きる社会の実現のために～ありがとうファームの取組（岡山市 3/28）～  

http://4epo.jp/information/events/14417.html  

 

 ■平成 30 年度の「サステイナブルスクール」の取組をまとめた冊子掲載  

http://www.unesco-school.mext.go.jp/goodpractices/goodpractices.dom/キラリ発進！サス

テイナブルスクール/  

 

■「大学 SDGs ACTION! AWARDS2019」の受賞結果発表（速報）  

http://www.asahi.com/dialog/articles/11972207  

 

 ■海外の動き更新「バンコクで思ったこと－顕在化する ESD の可能性」  

https://esdcenter.jp/overseas/report05/  

 

 ■「かんきょう新聞」コンクール受賞者作品の発表  

http://www.asahi.com/ad/clients/chikyu/program/shimbun/  

 

 ■第１回環境カウンセラー環境保全活動表彰の受賞者の決定  

http://www.env.go.jp/press/106542.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  

            


