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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.2.21（第 27 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  （メールの際は、★を＠にご変更ください。） 

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



 ＜土佐山田ショッピングセンターからのお知らせ＞ 

「食と農と学びと地域の融合・第 6 回 バリューマルシェ開催」 

ノア店限定！店頭・店内で、生産者の野菜・手作り加工食品・雑貨など販売、アコースティックギタ

ーの演奏もあります。 

日時：２月２３日（日）午前１０時～午後３時 

場所：バリューノア店 店頭・店内  ※荒天候の場合は中止します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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 8「働きがいも経済成長も」 

先日、香川県高松市で「四国 SDGs 経営フォーラム」（主催：四国経済産業局）が開催されまし

た。中小企業の SDGs への取り組み方についての基調講演のあと、四国の中小企業 3 社による

パネルディスカッションが行われました。 

印象に残った発表の中に、四国から東京への長距離トラック輸送のためのドライバーのシフト

に関する話がありました。物流企業からは、輸送ルートを細切れにし、複数人による交代式リレー

輸送を行うことで労働時間の削減を図っているという事例が紹介されました。従業員は泊車勤務

の必要がなくなることから、女性ドライバーの登用が増加したということで、性差を超えた参画機

会の増加・雇用推進の好事例といえます。 

地元企業も SDGs に取り組むことで、働きがいのある職場環境を整える動きが出てきています。

次世代の子どもたちがこのような企業を選び、地元での活躍の場が広がることが期待されます。 

 

目標 8「働きがいも経済成長も」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・2/16 徳島県徳島市 

【梶山経産相が徳島市で講演 地方創生で企業発展】 

 

・2/11 徳島県徳島市 

【県内若手経済人が徳島の将来像考え意見交換 徳島市で徳島未来会議】 

 

・2/8 徳島県徳島市 

【「魅力ある職場へ」7 事業所内保育所 育児と仕事両立支援】 



 

・2/7 徳島県海陽町 

【地方創生・起業を語る、水産ベンチャー起業者がフォーラム 海陽町・２３日】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

・10/4 香川県高松市 

【住み続けたい高松とは 市長と学生の意見交換始動】 

 

・12/4 香川県高松市 

【男女共同参画 理解深める 高松で講演会、220 人参加】 

 

・12/1 香川県丸亀市 

【資源磨き 情報発信を 丸亀の活性化策探る】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  

・2/15 愛媛県大洲市 

【大洲の生活介護事業所、県南予地方局で出張販売】 

 

・2/5 愛媛県松山市 

【働き方改革につながる製品 松山で展示会】 

 

・12/16 愛媛県松山市 

【農山漁村と都市 連携探る 松山でフォーラム】 

 

◇- 高知新聞 -◇ 

・2/19 高知県土佐市 

【和紙糸で楮の未来つなぐ 土佐市の三和製紙が開発】 

 

・2/15 高知県 

【特産キクラゲなど「高知の味」県内５６社ＰＲ 幕張メッセで食品展示商談会】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・2/10 全国 

【就業体験の充実へ企業が行動計画】 

 

・1/31 三重県 



【ダウンを再利用 未来へ続く「羽毛循環サイクル社会」とは】 

 

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

 

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 8「働きがいも経済成長も」〜  

 

■JICA-Net Library 

JICA-Net とは、独立行政法人 国際協力機構(JICA)が推進する遠隔技術協力事業です。  

様々な情報通信技術を複合的に使った 3 つのツールである、TV 会議システム、マルチメディア教

材、JICA-Net ライブラリを通して、JICA 事業の効率と質の向上を図っています。 

リンク：https://jica-net-library.jica.go.jp/ja2/sdgs/sdgs.html#sdgs8 

 

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

 

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】 

■山のみそづくり体験（2/22・23） 

http://4epo.jp/information/events/17489.html 

 

■冬工作♪牛乳パックキャンドルホルダー作り（2/23） 

http://4epo.jp/information/events/17296.html 

 

■「森の学校」広葉樹を増やそう！②（2/29） 

http://4epo.jp/information/events/17700.html 

 

■3.11 あの日あの時を忘れない!「東北震災・祈念サクラ植樹プロジェクト IN なると」（3/8） 



http://4epo.jp/information/notice/17601.html 

 

■幼児向け環境学習『しぜんたいけん保育の研修会』（3/10） 

http://4epo.jp/information/events/17695.html 

 

■地球環境を守る日フェスティバル（4/26） 

http://4epo.jp/information/events/17557.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 

 

■徳島県が、「プラスチック OUR アクション」募集についてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17693.html 

 

【香川県】 

■みどりの学校屋島の森（2/29） 

http://4epo.jp/information/events/17190.html 

 

■CO2CO2（コツコツ）削減フェスティバル 2020in かがわ（2/29） 

http://4epo.jp/information/events/17403.html 

 

■克軍寺の森 森林づくり（3/3） 

http://4epo.jp/information/events/17670.html 

 

■第 7 回かがわ「里海」づくりシンポジウム（3/7） 

http://4epo.jp/information/events/17378.html 

 

■五色台体験教室「早春の五色台でバードウォッチング！」（3/7） 

http://4epo.jp/information/events/17472.html 

 

■みどりの学校・体験講座 島まるごと果物園プロジェクト（3/8） 

http://4epo.jp/information/events/17645.html 

 

■屋島ウォーク（3/15） 

http://4epo.jp/information/events/17370.html 

 



■令和元年度 第 2 回 事業所向け「省エネルギー講座」（3/17） 

http://4epo.jp/information/events/17276.html 

 

■カードゲームで SDGs を体感しよう！in 高松（3/21、4/25） 

http://4epo.jp/information/events/17662.html 

 

■なかまづくりに役立つ体験講座（3/22） 

http://4epo.jp/information/notice/17726.html 

 

■香川県が、香川県地球温暖化防止活動推進員（第 8 期）を募集（～2/28） 

http://4epo.jp/information/notice/17405.html 

 

【愛媛県】 

■宇和運動公園探鳥会（2/23） 

http://4epo.jp/information/events/17443.html 

 

■ファシリテーショングラフィックを学ぼう！（2/23、2/24） 

http://4epo.jp/information/events/17652.html 

 

■重信川中流探鳥会(2/24) 

http://4epo.jp/information/events/17445.html 

 

■再生可能エネルギー勉強会＆地域エネルギー キックオフの会（3/1） 

http://4epo.jp/information/events/17657.html 

 

■松山城山探鳥例会（3/1） 

http://4epo.jp/information/events/17732.html 

 

■愛媛県総合運動公園探鳥会（3/8） 

http://4epo.jp/information/events/17734.html 

 

■大洲わくわく自然観察会（3/8） 

http://4epo.jp/information/events/17740.html 

 

■宇和島南楽園探鳥会（3/15） 

http://4epo.jp/information/events/17736.html 



 

■宇和運動公園探鳥会（3/22） 

http://4epo.jp/information/events/17738.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

らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17746.html 

 

【高知県】 

■ちきゅう×地球 3（1/15～2/29） 

http://4epo.jp/information/events/17283.html 

 

■「SEED～生命の糧～」ゴトゴトシネマ上映会（2/20～22） 

http://4epo.jp/information/events/17468.html 

 

■サイエンスカフェ「東日本大震災で海の生きものはどうなった？」（2/21） 

http://4epo.jp/information/events/17715.html 

 

■冬の野鳥観察会 2020（2/22・29） 

http://4epo.jp/information/events/17413.html 

 

■冬こそ camp！自分で割ってあったまる。「ほっきーの薪わりくらぶ」第２弾！（2/22・23・29） 

http://4epo.jp/information/events/17691.html 

 

■みかん山薪祭り（2/22） 

http://4epo.jp/information/events/17707.html 

 

■高知県立のいち動物公園文化祭（2/23） 

http://4epo.jp/information/events/17321.html 

 

■～森の保全を考える日～みんなで水辺林整備活動（2/23） 

http://4epo.jp/information/events/17679.html 

 

■高知県自然観察指導員連絡会講演会（2/23） 

http://4epo.jp/information/events/17687.html 

 



■はじめての草笛教室（2/24） 

http://4epo.jp/information/events/17509.html 

 

■佐喜浜ミニ八十八ヶ所ハイキング（2/29） 

http://4epo.jp/information/events/17724.html 

 

■深海のふしぎな生きものと海洋プラスチック汚染（3/1） 

http://4epo.jp/information/events/17518.html 

 

■特用林産物で地域おこし 黒炭編（3/3～5・3/8） 

http://4epo.jp/information/events/17619.html 

 

■第 5 回四国環境パートナーシップ表彰 表彰式（3/7） 

http://4epo.jp/information/events/17498.html 

 

■さわる動物園（3/7） 

http://4epo.jp/information/events/17621.html 

 

■ネイチャーサロン高知の自然 持ち寄り展示会（3/15） 

http://4epo.jp/information/events/17623.html 

 

■「春の息吹を探そう」（3/15） 

http://4epo.jp/information/events/17705.html 

 

■四万十川 森林の楽校 2020（3/20～3/22） 

http://4epo.jp/information/events/17480.html 

 

■ウミガメがやってくるビーチを守ろう ビーチクリーンアップ大作戦！（4/18・5/24・6/7） 

http://4epo.jp/information/events/17625.html 

 

■高知県レッドリスト（植物編）2020 年改訂版（案）に対する意見公募（～3/14） 

http://4epo.jp/information/notice/17722.html 

 

【全国】 

■｢国際理解教育･SDGs 実践授業報告｣｢JICA 海外協力隊 春募集説明会｣を開催（長野県 3/7） 

https://chubu.esdcenter.jp/2020/02/13/「国際理解教育・sdgs 実践授業報告」・「jica 海外協力/ 



 

■ローカル SDGs のデザイン～地域循環共生圏のつくり方～（東京都 3/10、16） 

https://esdcenter.jp/study/symposium20200316/ 

 

■「ＫＥＳリフレッシュセミナー」の参加者募集！（京都府 3/6） 

https://kinki.esdcenter.jp/2020/02/18/esdnews_event-101/ 

 

■「どうする！？エネルギー大転換」展（東京都 1/17～3/29） 

https://esdcenter.jp/study/energiewenden20200117-0329/ 

 

■コミュニティアクション チャレンジ 100 アワード（～3/31） 

https://esdcenter.jp/award/cac100/ 

 

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

 

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 （メールの際は、★を＠にご変更ください。）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 （メールの際は、★を＠にご変更ください。） 

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  


