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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.4.24（第 29 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。  

 

★地域 ESD拠点について 



「地域 ESD活動推進拠点」とは、地域における ESD活動の支援窓口として、地方センタ

ーや他の地域の ESD拠点と連携して、ESD活動を支援し、これから ESDを始めようとする

活動主体に働きかける組織や施設のことです。 

 地域コミュニティや学校区、市町村区、都道府県、広域ブロックなど様々な活動範囲を持

つ組織・団体が、地域 ESD 拠点となり、得意分野を生かした支援やコーディネート、学び

の場づくりを行っていくことが期待されています。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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 1「貧困をなくそう」 

4 月 16 日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、7 都府県に先行して発令されていた

「緊急事態宣言」が全都道府県に拡大されました。この影響で、学校再開の延期やテレワークの

推進が拡がっています。 

感染症拡散の減速を目的とした「社会的距離戦略」の実施により、13.7 億人の子どもや若者が

学校に通えなくなり、多くの人々が仕事を失い、経済的損失と社会的な孤立を余儀なくされていま

す。緊急対策による遮断や隔離は、貧困や疾病、紛争、迫害などで苦しんでいる人々にさらなる

影響を及ぼしています。 

これ以上事態を深刻化させないためにも、一人一人が新型コロナウイルスの感染予防対策を

行い、事態収束に努めましょう。 

 

【参照】  

■SDGs 市民社会ネットワーク 

https://www.sdgs-japan.net/ 

 

 

目標 1「貧困をなくそう」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・3/26 徳島県 

【一時金支給など国に政策提言 コロナ対策で知事】 

 



・3/23 徳島県 

【ICT 活用し食品ロス削減図る 「フードバンクシステム」県が来月運用開始 フードバンクとくしまと

連携】 

 

・3/6 徳島県鳴門市 

【紛争で傷ついた子ども治療 「ドイツ平和村」支援を 鳴門の団体、写真で活動紹介】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

・1/6 香川県宇多津町 

【親子安心の居場所を 子ども食堂や宿題支援】 

 

・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】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  

・3/1 愛媛県東温市 

【女性や子どもの救済に尽力 城ノブの企画展 愛媛人物博物館】 

 

・1/20 愛媛県松山市 

【子どもの貧困、支援考える 松山で全国キャラバン】 

 

◇- 高知新聞 -◇ 

・3/23 高知県高知市 

【〈新型コロナ 声…高知から〉生活困窮 母子世帯の悲鳴】 

 

・2/26 高知県 

【居場所ない少女を気に掛けて 支援団体の仁藤さん高知市で訴え】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・3/26 全国 

【世界に広がるシルク・ドゥ・ソレイユの社会支援事業 貧困や障害、移民問題を解決するソーシャ

ルサーカス】 

 

・3/21 海外 

【コロナ打撃で習近平指導部 中国「脱貧困」期限前に焦り】 

 



・1/30 海外 

【人生の幸福度 47 歳で最低に 先進国、うつ状態の比率高く】 

 

・1/19 全国 

【フードバンク支援強化 農水省、企業と運営団体橋渡し】 

 

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

 

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 1「貧困をなくそう」〜  

 

■外務省 ODA「2019 年版開発協力白書（外務省）」 

「開発協力白書」とは、日本の ODA の取り組みについて詳細を記述した「我が国の政府開発援助」

（通称「ODA 白書」）と政府の施策と実績統計を中心に示した「年次報告」を統合して刊行されたも

のです。 

※特別非営利活動法人えひめグローバルネットワーク（愛媛県東雲町）にて閲覧可能です。 

 

■公益財団法人 日本ユニセフ協会 SDGs 副教材 

SDGs の 17 の目標にかかわる国内外のさまざまな課題や取り組みをトピックとして紹介していま

す。興味・関心がある課題や取り組み、解決策を考えたいとおもった目標を入り口にして、「これか

らの社会を、持続可能でより良いものとするためにはどうしたらよいか」を一緒に考えてみません

か？ 

リンク：https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/ 

 

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

 

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】 

■せとうち・鳴門「ゴミ箱になった海」再生化プロジェクト（5/24） 

https://4epo.jp/information/events/18014.html 

 

■徳島県が、第 20 回ごみゼロキャンペーンの実施についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18003.html 

 

■徳島県が、平成 30 年度「とくしまエコパートナー」の取組についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18006.html 

 

■徳島県が、「プラスチック OUR アクション」についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18023.html 

 

■とくしま県民活動プラザが、自然派志向 NATURAL＆NATURE 5 月号についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18152.html 

 

■徳島県が、環境学習出前授業の実施をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18209.html 

 

■徳島県が、徳島県環境学習実践モデル事業を募集（～7/3） 

https://4epo.jp/information/notice/18233.html 

 

■【お知らせ】四国 EPO 徳島サテライトデスク・四国 ESD センター徳島窓口 臨時閉所のお知らせ

（4/21～5/6） 

https://4epo.jp/information/notice/18246.html 

 

 

【香川県】 

■地球環境保全活動支援事業補助金（～5/15） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18094.html 

 

■愛鳥週間ポスター原画作品展（5/9～5/17） 

https://4epo.jp/information/events/17899.html 

 

■五色台体験教室「はじめてみよう！初夏の五色台でバードウォッチング！」（5/23） 

https://4epo.jp/information/events/18125.html 



 

■みどりの学校屋島の森（5/30） 

https://4epo.jp/information/events/18136.html 

 

■香川県が、かがわスマートグリーン・バンク（太陽光発電）をご案内 

https://4epo.jp/information/notice/17979.html 

 

■香川県が、「かがわ里海の幸～春～」作成をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18062.html 

 

 

【愛媛県】 

■愛媛県が、「愛媛県おいしい食べきり宣言事業所」の募集についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/17967.html 

 

■愛媛県が、「えひめプラスチック資源循環戦略」の策定についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/17975.html 

 

■愛媛県が、えひめの生物多様性パートナーシップの推進についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18058.html 

 

■愛媛県が、愛媛県気候変動適応センターの設置をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18066.html 

 

■愛媛県が、「令和 2 年度 EHIME COOL CHOICE AWARD」の取り組みを募集（6/1～8/31） 

https://4epo.jp/information/notice/18156.html 

 

■愛媛県が、令和 2 年度愛媛県プラスチック代替製品等普及促進事業を募集（～5/15） 

https://4epo.jp/information/notice/18170.html 

 

■愛媛県が、地球温暖化対策についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18330.html 

 

 

【高知県】 

■【～5/6 臨時休館】第 19 期里山自然体験教室（4 月～12 月） 



https://4epo.jp/information/events/17850.html 

 

■【～5/6 臨時休園】日本野鳥の会写真展「翼」～第 2 章～(4/25～5/24) 

https://4epo.jp/information/events/17952.html 

 

■第 2 回 広葉樹学習会（5/9） 

https://4epo.jp/information/events/18192.html 

 

■【変更】木工クラフト指導者養成講座（5/10～8/2） 

https://4epo.jp/information/events/17959.html 

 

■【変更】木と暮らしのモノづくり講座（5/13～7/8） 

https://4epo.jp/information/events/17957.html 

 

■チェーンソー・端ころトーチ体験会（6/14） 

https://4epo.jp/information/events/17877.html 

 

■【お知らせ】四国 EPO 高知サテライトデスク・四国 ESD センター高知窓口 臨時閉所期間延長

のお知らせ（4/10～5/6） 

https://4epo.jp/information/notice/18220.html 

 

■第 7 回 市民が選ぶ鏡川写真コンテスト 2020 開催中止のお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18334.html 

 

■令和 2 年度高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金（一般事業～4/30）（ステップアップ

事業～12/28） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18127.html 

 

 

【全国】 

■公益信託富士フイルム・グリーンファンド（活動助成・研究助成）（～5/7） 

http://4epo.jp/information/subsidy/17846.html 

 

■2020 年度「トヨタ環境活動助成プログラム」（～6/4） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/04/14/2020 年度「トヨタ環境活動助成プログラム」/ 

 



■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 

 

■環境省が、平成 30 年度海洋ごみ調査の結果についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18016.html 

 

■環境省が、「環境 人づくり企業大賞 2019」の受賞企業の決定についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18060.html 

 

■環境省が、我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの発生量の推計値を公表 

https://4epo.jp/information/notice/18186.html 

 

■環境省が、令和 2 年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18188.html 

 

■環境省が、新型コロナウイルスに関連した感染症対策についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18198.html 

  

■首相官邸からの新型コロナウイルス感染症 ご利用くださいお役立ち情報 

https://4epo.jp/information/notice/18212.html 

 

■環境省が、令和 2 年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画コンクールの実施についてお知

らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18229.html 

 

■【お知らせ】新型コロナウイルス感染拡大に伴う四国 EPO の対応について 

https://4epo.jp/information/notice/18304.html 

 

■環境省が、令和 2 年度 クールビズについてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18332.html 

 

■第 73 基そらべあスマイルプロジェクト公募（～6/1） 

https://4epo.jp/information/notice/18339.html 

 

■エフピコ環境基金 （～6/30） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18098.html 



 

■第 31 回緑の環境プラン大賞（～6/30） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18203.html 

 

■第 40 回緑の都市賞（～6/30） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18207.html 

 

■レジ袋有料化に向けて紙袋ボックスを設置しませんか 

https://shikoku.esdcenter.jp/hot_topics/レジ袋有料化に向けて紙袋ボックスを設置しませ/ 

 

■「新型コロナウイルス感染症対策情報」のおしらせ 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/04/17/「新型コロナウイルス感染症対策情報」のお知ら/ 

 

■環境省より「海洋ごみ教材」のご案内 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/04/16/環境省より「海洋ごみ教材」のご案内/ 

 

■外務省 ODA より「2019 年版 開発協力白書」刊行のお知らせ 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/04/16/外務省 oda より「2019 年版-開発協力白書」刊行のお

知ら/ 

 

■「環境 人づくり企業大賞 2019」受賞企業決定のお知らせ 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/04/09/「環境-人づくり企業大賞 2019」受賞企業決定のお知/ 

 

■生きものの名前がわからないときは「いきものログ」！ 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/04/14/生きものの名前がわからないときは「いきものロ/ 

 

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

 

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  


