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

 

【 四国 ESDセンターメールマガジン 】2019.9.24（第 22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。  

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

 

<<もくじ>>  

１．四国 ESDセンターからのお知らせ  

２．今月の SDGs  

３．今月のおすすめ ESD教材  

４．ESD関連イベント・募集・助成金情報など  

５．メルマガ・ホームページに情報を掲載したい方へ  

６．四国 ESDセンターメールマガジンについて  

 

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

 

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。  

http://shikoku.esdcenter.jp/
mailto:info@shikoku-esdcenter.jp
http://shikoku.esdcenter.jp/
https://www.facebook.com/shikokuEPO


 

■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 3つの地域 ESD拠点が登録されました！  

・ 株式会社平野 平野薬局［所在地］愛媛県今治市  

 ［URL］http://www.hirano-pharmacy.co.jp  

・NPO法人 えひめグローバルネットワーク［所在地］愛媛県松山市  

 ［URL］http://www.egn.or.jp/  

・うどんまるごと循環プロジェクト［所在地］香川県高松市  

 ［URL］https://www.udon0510.com/  

 

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

 

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 6「安全な水とトイレを世界中に」♪  

 

世界にはまだまだ安全な水、トイレが身近になく、衛生的な問題を抱えている地域や人々がいま

す。日本はこれまでも多くの途上国で水に関する支援を行ってきました。日本政府はコロンボ・プ

ラン（第二次世界大戦後もっとも早く組織された、開発途上国のための国際機関）に参加を決めた

10月 6日を「国際協力の日」と定め、毎年その前後には「グローバル・フェスタ」など、国際協力に

関係するさまざまなイベントが行われています。四国でも「まつやま国際フェスティバル（9/29）」

「かがわ国際フェスタ（10/14）」「（高知）国際ふれあい広場 2019（10/6）」などが予定されていま

す。まずは知ることから。この機会にぜひ足を運んでみませんか。 

 

■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。  

 

http://www.hirano-pharmacy.co.jp/
http://www.egn.or.jp/
https://www.udon0510.com/


目標 6「安全な水とトイレを世界中に」に関する記事をご紹介します。  

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・8/30 阿南市  

【那賀川・笠江さん全国 3席 中学生水の作文コンクール】  

（国土交通省）  

 

・9/5 徳島県  

【18年度県内 地下水 2地点で基準超え 農地の肥料影響か】  

（徳島県内 21市町村） 

 

・9/7 吉野川市 

【家族でアメゴつかみ楽しむ 美郷川まつり】  

（美郷村漁協）  

 

・9/7 佐那河内村  

【しゃくり漁でアユ捕獲 園瀬川で佐那河内小児童】  

（ふるさと学習実行委員会、園瀬川漁協組合員、県キャンプ協会員）  

 

・9/15 徳島市  

【徳島市の NPO「アプサラ」、カンボジアの学校に給水塔など整備】  

（NPO「アプサラ」）  

 

・9/23 那賀町  

【丈ケ谷川(那賀川水系)産が準グランプリ 高知で全国のアユ食べ比べ大会】  

（那賀町上那賀地区）  

 

・9/24 那賀町  

【水源の管理方法学ぶ 那賀でブータン官僚ら】  

（国際協力機構(JICA)四国センター）  

 

◇-四国新聞-◇  

・6/14 高松市  

【水の大切さ分かったよ 高松第一学園で出前講座】  

（香川県環境キャラバン）  

 



◇-愛媛新聞-◇  

・8/28 宇和島市 

【カンボジア研修に参加した中学生の体験発表会 宇和島】  

（宇和島市）  

 

・8/29 松山市 

【松山市、新水源開発案検討へ委託費計上】  

（松山市）  

 

・9/5 松前町 

【松前・岡田小児童が重信川調査】  

（松前町）  

 

・9/7 松山市 

【我慢しないで トイレ快適 製薬会社が洋式寄贈】  

（松山市、小林製薬）  

 

・9/8 西予市  

【リアス海岸や四国カルスト学ぶ 西予ジオパークＰＲへシンポ】  

（西予ジオパーク）  

 

・9/12 松山市、西条市  

【新水源確保「やめない」 松山市長が答弁】  

（松山市、西条市）  

 

◇-高知新聞-◇  

・8/1 大豊町、本山町、土佐町、大川村 

【第１０回四国三郎吉野川源流・利水域交流美術展覧会】  

（大豊町、本山町、土佐町、大川村、各町村教育委員会）  

 

・9/8 高知市  

【北川川(津野町)V 高知市で全国アユ食べ比べ 新荘川､的渕川準 V】  

（高知市）  

 

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

 



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 6「安全な水とトイレを世界中に」の関連教材～  

 

■ぐるみず読本 

リンク：https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyo/gakushu/gurumizu/index.htm#download 

発行・著作：香川県（2016年 6月）  

 

 水の汚れのこと、生活排水のこと、簡単にできる水質調査の方法などを、絵や写真を使って、ま

た、難しい漢字にはルビをふって小学生にもわかりやすいように作成しています。 

 

 

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

 

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＊  

■「はじめての山登り」講座（10/5） 

http://4epo.jp/information/events/16108.html 

 

■遊学の森「合同森づくり大会」（10/6） 

http://4epo.jp/information/events/15243.html 

 

■「森の学校」山で使える地図読み講座（10/12）

http://4epo.jp/information/events/14436.html 

 

■とくしま自然エネルギー探検隊（10/12） 

http://4epo.jp/information/events/16017.html 

 

■食品ロス削減全国大会 in徳島（10/30） 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyo/gakushu/gurumizu/index.htm#download
http://4epo.jp/information/events/16108.html
http://4epo.jp/information/events/15243.html
http://4epo.jp/information/events/14436.html


http://4epo.jp/information/events/16094.html 

 

■第 12回「3R・低炭素社会検定」（11/10） 

http://4epo.jp/information/events/15699.html 

 

＊香川＊  

■かがわエシカル消費シンポジウム（9/21） 

http://4epo.jp/information/events/16239.html 

 

■かがわ国際フェスタ 2019（10/14） 

http://www.i-pal.or.jp/festa/ 

 

■かがわ里海大学「カードゲームで学ぶ SDGs講座」（10/17） 

http://4epo.jp/information/events/16142.html 

 

■五色台体験教室「四国のみち五色台ウォーク！」（11/13） 

http://4epo.jp/information/events/16254.html 

 

■かがわ里山・里海ウォーク のんびり歩いて自然を学ぼう！in有明浜（11/16） 

http://4epo.jp/information/events/15996.html 

 

■香川県が、モクモクおもちゃ広場（9月～12月）についてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/16155.html 

 

■香川県が、海ごみワークショップのニュース動画制作をお知らせ

http://4epo.jp/information/notice/16160.html 

 

＊愛媛＊  

■宇和運動公園探鳥会（10/27） 

http://4epo.jp/information/events/16248.html 

 

■生物多様性センター「自然然観察会」（11/16・12/8） 

http://4epo.jp/information/events/15073.html 

 

 

■愛媛県が、「愛媛県食品ロス削減推進店舗制度」登録店舗(食品小売店)の募集についてお知

http://4epo.jp/information/events/16094.html
http://4epo.jp/information/events/15699.html
http://4epo.jp/information/events/16239.html
http://www.i-pal.or.jp/festa/
http://4epo.jp/information/events/16142.html
http://4epo.jp/information/events/16254.html
http://4epo.jp/information/events/15996.html
http://4epo.jp/information/notice/16155.html
http://4epo.jp/information/notice/16160.html
http://4epo.jp/information/events/16248.html
http://4epo.jp/information/events/15073.html


らせ 

http://4epo.jp/information/notice/16184.html 

 

＊高知＊  

■第 10回 鏡川こどもまつり（9/29） 

http://4epo.jp/information/events/16066.html 

 

■室戸ユネスコ世界ジオパーク 体験インストラクター養成講座 自然体験－磯遊び－（9/29） 

http://4epo.jp/information/events/16164.html 

 

■第 86期高知市民の大学 総合コース『COP24・COP25、地球温暖化およびエネルギー政策』

（10/1・ 8・15・22・29、11/5・12・19・26、12/3・ 10・17・ 24、1/7・14） 

http://4epo.jp/information/events/16068.html 

 

■高知地域における気候変動影響事例調べワークショップ（10/4） 

http://4epo.jp/information/events/16064.html 

 

■秋のビーチクリーンアップ 2019 in 種崎（10/5） 

http://4epo.jp/information/events/16221.html 

 

■自然体験＆森のようちえん（10/6） 

http://4epo.jp/information/events/16219.html 

 

■こうちフォレストスクール（10/6） 

http://4epo.jp/information/events/16217.html 

 

＊全国＊  

■サステイナブルな消費と生産（10/10） 

https://eipro.jp/sophia/events/view/UN20191010 

 

■食育活動表彰（～10/31） 

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/161102.html 

 

■SDGs Design International Awards2019 （～10/31） 

https://www.sdgs.design.kyushu-u.ac.jp/awards/ 

 

http://4epo.jp/information/notice/16184.html
http://4epo.jp/information/events/16066.html
http://4epo.jp/information/events/16164.html
http://4epo.jp/information/events/16068.html
http://4epo.jp/information/events/16064.html
http://4epo.jp/information/events/16221.html
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■ソーシャルプロダクツ・アワード 

http://www.apsp.or.jp/socialproductsaward/（～11/24） 

 

 

＜助成金＞  

■TOYO TIREグループ環境保護基金（～9/30） 

http://4epo.jp/information/subsidy/15528.html 

 

■こくみん共済 coop〈全労済〉地域貢献助成事業 2019年募集（9/20～10/10） 

http://4epo.jp/information/subsidy/16015.html 

 

■花王・みんなの森づくり活動助成（～10/14） 

http://4epo.jp/information/subsidy/15915.html 

 

■第 15回 TOTO水環境基金（～10/18） 

http://4epo.jp/information/subsidy/15950.html 

 

■2020年度年賀寄付金配分団体の公募（9/9～11/8） 

http://4epo.jp/information/subsidy/16134.html 

 

■令和 2年度子どもゆめ基金助成金（令和元年 10/1～11/26・令和 2年 5/1～6/30） 

http://4epo.jp/information/subsidy/16172.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）  

 

http://www.apsp.or.jp/socialproductsaward/
http://4epo.jp/information/subsidy/15528.html
http://4epo.jp/information/subsidy/16015.html
http://4epo.jp/information/subsidy/15915.html
http://4epo.jp/information/subsidy/15950.html
http://4epo.jp/information/subsidy/16134.html
http://4epo.jp/information/subsidy/16172.html


【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  

mailto:info@shikoku-esdcenter.jp
mailto:E-mail:info@shikoku-esdcenter.jp
http://shikoku.esdcenter.jp/


 

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  

 

 

 

 


