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

 

【 四国 ESDセンターメールマガジン 】2019.10.29（第 23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  

 

■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  

＜うどんまるごと循環コンソーシアム＞ 

うどんまるごと循環プロジェクトを知るエコツアーが開催されます（11/16（土））。今回はフードドラ

イブにも挑戦します。 

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 15「陸の豊かさも守ろう」♪  

今月は「間伐推進強化期間」「木づかい推進月間」「全国・自然歩道を歩こう月間」など、森林に関

するものが多くあります。森林など陸の豊かさを守ることは、川や地下水系を通じて海の生態系を

守ることにもつながっています。四国にはそのつながりを感じることのできる自然が多く残っていま

す。秋晴れの一日に、自然散策などがいかがでしょう、柿や栗など、美味しいおまけが見つかるか

もしれません！ 

 

■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 15「陸の豊かさも守ろう」に関する記事をご紹介します。  

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・10/19 海陽町 

【徳島県海陽にスジグロカバマダラ 南西諸島のチョウ、台風で飛来?】 

（海陽町） 



 

・10/19 美馬市 

【「大滝山麓」写真募集 脇町でコンテスト、作品募る】 

（美馬市） 

 

・10/19 徳島市 

【徳島彫刻集団野外展＜3＞森の贈りもの II 自然の循環大切さ訴え】 

（徳島市） 

 

・10/22 

【触れるコウノトリの剝製 NPOが環境教育用に製作へ】 

（NPO法人とくしまコウノトリ基金、環境省） 

 

・10/23 上勝町 

【「輝く棚田」楽しんで 上勝で 27日からライトアップ】上勝町 

 

・10/24 鳴門市 

【鳴門でコウノトリの幼鳥２羽死ぬ】 

（鳴門市） 

 

・10/26 徳島市、阿南市、鳴門市、勝浦町 

【アサギマダラ 甘い蜜求めて 徳島県内各地の花畑に飛来】 

（徳島市、阿南市、鳴門市、勝浦町） 

 

・10/26 徳島市 

【自然素材雑貨のコヤプロダクツ 神山杉のスマホケース】 

（徳島市） 

 

・10/28 阿南市  

【コスモス 20万本揺れる 徳島・阿南で見頃】  

（阿南市）  

 

◇-四国新聞-◇  

7/1 高瀬町 

【里山歩き楽しんで 住民団体がマップ】 



（まちづくり推進隊高瀬） 

 

7/3 高松市 

【植樹に充てて オイスカに寄付】 

（KDDI四国総支社、オイスカ四国支部） 

 

7/3 高松市 

【地域の野菜どうぞ 鶴尾小児童が街頭販売】 

（鶴尾小学校） 

 

◇-愛媛新聞-◇  

10/17 四国中央市 

【四国中央・塩塚高原でススキ見頃】 

（四国中央市） 

 

10/18 松山市 

【セアカゴケグモ 松山で繁殖可能性】 

（松山市） 

 

10/18 宇和島市 

【アサギマダラ 宇和島に飛来】 

（宇和島市） 

 

10/21 鬼北町 

【自然とヨガ、癒やし体感 鬼北・成川渓谷で教室】 

（地域おこし協力隊） 

 

10/23 久万高原町 

【自然の色堪能 面河山岳博「紅葉と蝶」展】 

（面河山岳博物館） 

 

10/24 大洲市 

【県開発米でおむすび 高校生食育教室 大洲】 

（大洲農業高校） 

 

・10/25 八幡浜市  



【富士柿、糖度高く 八幡浜で収穫最盛期】  

（八幡浜市）  

 

◇-高知新聞-◇  

・9/28 高知市 

【絶滅危惧のハナカズラ見頃 牧野植物園】 

（牧野植物園） 

 

・10/17 高知市 

【高知市で｢第１３回協働の森フォーラム｣】 

（高知県） 

 

・10/28 香美市 

【ダイモンジソウ、復活の兆し 香美市｢大荒の滝｣など彩る】 

（香美市） 

 

・10/29 須崎市 

【ため池なくすと聞きつけトンボ少年が調査 希少種含め 38種確認】 

（トンボと自然を考える会（四万十市）） 

 

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

 

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 15「陸の豊かさも守ろう」の関連教材～  

 

■香川県環境学習教材「さぬきっ子 環境スタディ」  香川の仕事編（動画教材） 

香川県内の様々な仕事にスポットを当て、環境に関わる取り組みを分かりやすく紹介する動画教

材です。森林に関わるお仕事も紹介されています。 

リンク：https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyo/gakushu/kankyostudy/movie.htm 

発行・著作：香川県 

 

■高知県 森林環境学習用イラスト 



森林環境学習などにおいて、森林の機能をわかりやすく説明する際に使えるツールです。タイプ

は２種類。それぞれ、文字ありと文字なし、PDF形式と、JPEG形式があります。 

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030101/2016072000204.html 

 

 

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

 

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＊  

■「森の学校」秋の高丸山ガイド登山（11/2） 

http://4epo.jp/information/events/16462.html 

 

■エコをビジネスにつなげよう！「とくしま自然エネルギービジネスマイスター講座」（11/7・

11/28・12/12） 

http://4epo.jp/information/events/15994.html 

 

■上勝産材でままごとキッチンづくり（11/23） 

http://4epo.jp/information/events/16472.html 

 

■SDGs食堂教材を活用する勉強会（12/1） 

http://4epo.jp/information/events/16476.html 

 

＊香川＊  

■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 

 

■カードゲームで学ぶ SDGs（11/2） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2019/10/24/information-169/ 

 

■里山ふれあいプロジェクト（11/5） 

http://4epo.jp/information/events/16300.html 

 

http://4epo.jp/information/events/16462.html
http://4epo.jp/information/events/15994.html
http://4epo.jp/information/events/16472.html
http://4epo.jp/information/events/16476.html
http://4epo.jp/information/notice/16155.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2019/10/24/information-169/
http://4epo.jp/information/events/16300.html


■企業向け里海づくりセミナー（11/7・8・18） 

http://4epo.jp/information/events/16414.html 

 

■里山ふれあいプロジェクト（11/8） 

http://4epo.jp/information/events/16298.html 

 

■琴南の森 森林づくり（11/9） 

http://4epo.jp/information/events/16296.html 

 

■体験型エコドライブ講習会「エコトレーニング香川」（11/9） 

http://4epo.jp/information/events/16342.html 

 

■食品ロスを学ぶ うどんまるごとエコツアー2019（11/16） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2019/10/23/information-165/ 

 

■多文化共生フォーラム（11/17） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2019/10/23/information-166/ 

 

■大福院の森 森林づくり（11/26） 

http://4epo.jp/information/events/16519.html 

 

■みどりの学校（11/30） 

http://4epo.jp/information/events/16425.html 

 

＊愛媛＊  

■宇和運動公園探鳥会（10/27） 

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

 

■松山城山探鳥例会（11/3） 

http://4epo.jp/information/events/16527.html 

 

■環境活動者向け 楽しく学ぶ！SDGsセミナー（11/9） 

http://4epo.jp/information/events/16490.html 

 

■愛媛県総合運動公園探鳥会（11/10） 

http://4epo.jp/information/events/16529.html 
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http://4epo.jp/information/events/16298.html
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■大洲わくわく自然観察会（11/10） 

http://4epo.jp/information/events/16535.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 

 

＊高知＊  

■第 28回 のいち動物公園 写真コンテスト作品展（9/8～11/4） 

http://4epo.jp/information/events/16028.html 

 

■レンズが捉えた美しいチョウの写真展（10/12～11/10） 

http://4epo.jp/information/events/16383.html 

 

■森林総合研究所四国支所 一般公開 2019（10/26） 

http://4epo.jp/information/events/16431.html 

 

■狩猟フォーラム 2019（10/27） 

http://4epo.jp/information/events/16331.html 

 

■高知県立林業大学校 隈研吾校長講演会（10/28） 

http://4epo.jp/information/events/15189.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』

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

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

 

■樹木医養成（入門編）（10/29・30） 

http://4epo.jp/information/events/16429.html 

 

■～命の恵みに感謝する日～（11/3） 

http://4epo.jp/information/events/16381.html 

 

■あなたも自然案内人！「ネイチャーゲーム入門講座」（11/4） 

http://4epo.jp/information/events/16327.html 
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■2019なはり里山フェス in米ヶ岡（11/9） 

http://4epo.jp/information/events/14944.html 

 

■令和元年度高知森林インストラクター養成講座（11/17・1/19・2/16） 

http://4epo.jp/information/events/15395.html 

 

＊全国＊  

■【参加申込受付開始】ESD推進ネットワーク全国フォーラム 2019（渋谷区 12/20、21）  

https://esdcenter.jp/hottopics/esdcenter-forum2019/ 

 

 

＜助成金＞ ※（ ）は募集期間です 

【全国】 

■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 

 

■公益財団法人 損保ジャパン日本興亜環境財団 環境保全プロジェクト助成（～10/31） 

http://4epo.jp/information/subsidy/16286.html 

 

■日本財団 2020年度 助成事業（通常募集）（～10/31） 

http://4epo.jp/information/subsidy/16446.html 

 

■一般財団法人 セブン-イレブン記念財団 2020年度 環境市民活動助成（活動助成）（N P O 

自立強化助成）（10/25～11/15） 

http://4epo.jp/information/subsidy/16325.html 

 

■コスモ石油エコカード基金（10/1～12/15） 

http://4epo.jp/information/subsidy/16404.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 

 

 

 

 

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

mailto:info@shikoku-esdcenter.jp


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  

 

 

 

 

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

