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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2019.11.29（第 24 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。  

 

■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 ＜地域 ESD 拠点交流会＞ 

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


11 月 6 日、四国の地域 ESD 拠点が一堂に会する「地域 ESD 拠点交流会」が開催されました。現

在四国では９団体の登録があり、それぞれの分野で ESD を推進しています。顔の見える関係づく

りから新たな連携が生まれることが期待されます。 

地域 ESD 拠点についてはこちらをご覧ください https://esdcenter.jp/kyoten/ 

 

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

 

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 7「エネルギーをみんなにそして

クリーンに」♪ 今月は「エコドライブ推進月間」です。みなさんエコドライブできていますか？ 環境

省によると、東京都内で登録されるすべての自動車が毎日アイドリングストップを 10 分間行えば、

1 年間で約 13 万トンの二酸化炭素排出量を削減できるとのことです。車を運転する際は、やさしく

アクセルを踏んで発進し、余裕を持ってブレーキをかけるように心掛けましょう。また、運転技術だ

けではなく、電気自動車やハイブリッド車を選択するのも 1 つの手段です。普段から安全運転をす

ることで、エコドライブにつなげていきたいですね！ 

 

目標 7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・11/16 徳島県 

【「温室ガス徳島県内排出 50 年度にゼロ」と知事 具体策は未定】 

 

・11/15 四国 

【太陽光電力をイオンのポイントに 四電が「卒 FIT」対象に新サービス】 

 

・11/15 徳島県南部 

【徳島県南を自転車で疾走 431 人が自然を満喫】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

・8/22 高松市 

【温暖化防止へ賢い選択を～高松市がラッピング電車～】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  



・11/21 松山市 

【伊予銀、環境保護活動に助成金 松山で贈呈式】 

 

・11/14 新居浜市 

【水素・エネルギー活用セミナー参加者募集】 

 

◇- 高知新聞 -◇ 

・10/10 高知市 

【ノーベル賞の吉野さん、高知大で昨年講演｢未来変える発見を｣】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・11/19 四国新聞 

【燃料電池のカーシェア東京で開始／オリックス自動車】 

（東京） 

 

・11/18 徳島新聞、愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【パナ、工場に水素ステーション】 

（滋賀県草津市） 

 

・11/18 徳島新聞、愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【CO2 排出金を環境省に提言】 

 

・11/13 愛媛新聞、四国新聞 

【温暖化対策で原油価格は下落】 

 

・11/13 四国新聞 

【「気候の緊急事態」宣言/世界 1 万人の科学者】 

 

・11/13 四国新聞 

【温暖化、世界の災害急増/国連「40 年で倍以上」】 

 

・11/13 四国新聞 

【環境配慮、LNG フェリー導入へ／商船三井、大阪―別府航路】 

（大阪） 

 

 



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

 

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 7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」〜  

 

■徳島県環境学習リンク集「とくしま環境学習プログラム」 太陽（エネルギー/温暖化） 

「きづく」「つかむ」「深める」「広げる」「まとめる・ふりかえる」と段階を踏んで学習が進むようにアク

ティビティが組み立てられています。 

リンク：https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/gakusyu/gakusyuprogram/hyouichiran/ 

 

■愛媛県温暖化防止活動推進センター 

「手回し発電機」などの体験型教材を貸し出ししています。発電するものも「白熱電球」「LED 電球」

「扇風機」と種類があり、比較するのも面白そうです。他に DVD 教材などもあります。 

リンク：http://eccca.or.jp/contents/rental-cat/cat_a 

 

■経済産業省資源エネルギー庁 エネルギー教育推進事業 

小学校・中学校・高校編に分かれています。授業の展開例もあります。 

リンク： 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/tyousakouhou/kyouikuhukyu/fukukyouzai/ 

 

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

 

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＞  

 

【徳島県】 

■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」（12/12） 

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

 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/gakusyu/gakusyuprogram/hyouichiran/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/tyousakouhou/kyouikuhukyu/fukukyouzai/


■森の恵み体験活動「伐木・薪づくり体験交流」（11/30・12/1） 

http://4epo.jp/information/events/16587.html 

 

■SDGs 食堂教材を活用する勉強会（12/1） 

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

 

■エコみらいとくしま 12 月のイベント♪（12/1・12/21） 

http://4epo.jp/information/events/16508.html 

 

■コウノトリを学ぶ！れんこん掘りとお料理体験モニターツアー（12/1） 

http://4epo.jp/information/notice/16661.html 

 

■「SDGs」×カードゲーム（12/8） 

http://4epo.jp/information/events/16784.html 

 

■「森の学校」森づくりと炭焼き体験（12/15） 

http://4epo.jp/information/events/16579.html 

 

■環境セミナー「身近なところからの気候行動を考える」（12/15） 

http://4epo.jp/information/notice/16808.html 

 

■徳島県が、燃料電池自動車（FCV）普及促進事業補助金の募集（～2/28） 

http://4epo.jp/information/notice/15870.html 

 

 

【香川県】 

■四国の森づくり in かがわ 2019（11/30、12/1） 

http://4epo.jp/information/notice/16711.html 

 

■令和元年度気候変動講演会『地球温暖化リスクと「卒炭素」への道』（12/1） 

http://4epo.jp/information/events/16553.html 

 

■高校生カレッジ 2019 交流編（12/7） 

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

 

■五色台体験教室「草木染め」（12/7） 



http://4epo.jp/information/events/16547.html 

 

■かがわ里海大学「できた！が増える片づけ教室」（12/14） 

http://4epo.jp/information/events/16664.html 

 

■みどりの学校「かがわの森アンテナショップ」クリスマスイベント（12/14） 

http://4epo.jp/information/events/16799.html 

 

■里山ふれあいプロジェクト（12/16） 

http://4epo.jp/information/events/16866.html 

 

■五色台体験教室「ミニ門松づくり」（12/21） 

http://4epo.jp/information/events/16545.html 

 

■みどりの学校 男木島（12/21） 

http://4epo.jp/information/events/16668.html 

 

 

【愛媛県】 

■松山城山探鳥例会（12/1） 

http://4epo.jp/information/events/16823.html 

 

■中間支援の機能と災害時の連携について（12/7） 

http://4epo.jp/information/notice/16909.html 

 

■生物多様性センター「自然然観察会」（12/8） 

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

 

■大洲わくわく自然観察会（12/8） 

http://4epo.jp/information/events/16831.html 

 

■重信川中流探鳥会（12/14） 

http://4epo.jp/information/events/16825.html 

 

■宇和島南楽園探鳥会（12/15） 

http://4epo.jp/information/events/16827.html 



 

■地域循環共生圏構築にむけた地域フォーラム～「楽しくてワクワク暮らせる」環境経済社会をめ

ざして～（12/15） 

http://4epo.jp/information/events/16868.html 

 

■宇和運動公園探鳥会（12/22） 

http://4epo.jp/information/events/16829.html 

 

【高知県】 

■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』

（11/26、12/3・ 10・17・ 24、1/7・14） 

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

 

■第 19 回いきもの講座『動物園がなくなる！？熊本地震から感じた動物園と社会のつながり』

（12/1） 

http://4epo.jp/information/events/16856.html 

 

■林業女子のキャリア論（12/7） 

http://4epo.jp/information/events/16621.html 

 

■チャリティーショップを始めるコツ～リユースと活動資金作りを楽しく買い物でつなげる仕組み～

（12/7） 

http://4epo.jp/information/notice/16781.html 

 

■SDGs カードゲーム：わたしたち、ひとりひとりが社会をかえよう（12/8） 

http://4epo.jp/information/events/16697.html 

 

■甫喜ヶ峰森林公園で冬の森あそび（12/15） 

http://4epo.jp/information/events/16862.html 

 

■服もってけおいてけ市 in ソーレ（12/22） 

http://4epo.jp/information/events/16778.html 

 

■高知県社会教育実践交流会（1/18） 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310401/2018112900086.html 

 



■令和元年度高知森林インストラクター養成講座（1/19・2/16） 

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

 

■「わんぱーくこうちアニマルランド」動物たちを津波から守るプロジェクト（～12/16） 

http://4epo.jp/information/notice/16691.html 

 

【四国】 

■第 3 期「森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国」（12/8、1/19） 

http://4epo.jp/information/notice/15747.html 

 

【全国】 

■SDGs 未来都市の取組と 2030 年に向けた私たちのアクション！ 

https://chugoku.esdcenter.jp/2019/11/21/esdmanabiaiforum20191223/ 

（山口県） 

 

■環境省が、環境教育体験活動優良事例を募集（～12/16） 

http://4epo.jp/information/notice/16019.html 

 

■「東京 2020 大会における市民による CO₂削減・吸収活動」取組団体募集 

http://4epo.jp/information/notice/16557.html 

 

■環境省が、「環境問題に関する世論調査」の結果についてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/16583.html 

 

■環境省が、「環境 人づくり企業大賞 2019」（環境人材育成に関する先進企業表彰）を募集（～

12/26） 

http://4epo.jp/information/notice/16627.html 

 

■環境省が、「あいち・なごや生物多様性 EXPO」の開催についてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/16755.html 

 

■環境省が、国際セミナー「世界のグリーン公共調達と環境ラベルの最新動向」の開催について

お知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/16801.html 

 

■環境人づくり企業大賞（～12/26） 



https://esdcenter.jp/award/kankyohito/ 

 

■全国エコ活コンクール（～1/9） 

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

 

■SDGs クリエイティブアワード（～1/10） 

https://esdcenter.jp/award/sdgscreativeaward/ 

 

■SDGs 探究 AWARDS2019（～2/5） 

https://esdcenter.jp/award/sdgstankyuaward2019/ 

 

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

 

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。   

https://esdcenter.jp/award/sdgscreativeaward/
https://esdcenter.jp/award/sdgstankyuaward2019/
mailto:info@shikoku-esdcenter.jp


 

・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜  

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

