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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.6.26（第 31 号）  

https://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 https://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 

http://shikoku.esdcenter.jp/


＜株式会社 土佐山田ショッピングセンター（高知）と SDGｓ＞  

株式会社 土佐山田ショッピングセンターでは、販売を通じて地産地消や安心・安全な商品の提案

等を行うとともに、学ぶ場を提供することで ESD に取り組んでいます。また、地域の食育の取組に

生産者の協力も得て、子どもたちが地域の食に関する文化や魅力を学び、自ら考え行動できる体

験プログラムを実施しています。 

 

【詳しくはホームページをご覧ください】  

http://value-tsc.jp/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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 13「気候変動に具体的な対策を」 

7 月 1 日から全国でレジ袋の有料化がスタートします。これに伴い、減プラスチックの取組を呼

びかける POP を、店頭に掲げる店舗も見られるようになりました。レジ袋の有料化が進むと、プラ

スチックごみ削減のために「意識が変わる」「ライフスタイルが変わる」きっかけとなります。「新しい

生活様式」の中に、マイバッグを使うライフスタイルが定着することで、地球環境を守ることにつな

がります。 

四国 ESD センターでは、「紙袋ボックス」設置の提案を行っています。この仕組みを説明した

POP チラシを WEB 上にもアップしているので、ぜひ、ご参照ください。愛媛県松山市のパン屋さん

ではこの POP チラシを活用し、紙袋ボックスの活用が始まりました。多くのお店で取組が始まるこ

とで、プラスチックごみの削減や紙袋のリユースが促進されることが期待されます。 

 

詳しくは以下の URL よりご覧ください。 

【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/ 

 

 

目標 13「気候変動に具体的な対策を」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇  



・4/16 徳島県 

【気候変動理解深めて 県、絵本 100 冊製作】 

 

・3/20 徳島県 

【防災・環境分野、県と徳大が協定 人材育成や研究】 

 

・1/9 徳島県 

【温室効果ガス排出を 30 年度に 50%減 県が計画素案】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

・5/22 香川県宇多津町 

【水害備え 7 寺社と協定 宇多津町、避難場所に】 

 

・5/22 香川県善通寺市 

【善通寺市新庁舎 防災拠点機能を強化 22 年から図書館や公園併設】 

 

・4/27 香川県観音寺市 

【世界三大デザイン賞 島産業（観音寺）ダブル受賞 家庭用生ごみ処理機】 

 

・4/17 香川県 

【省エネ設備設置住宅 3.2 万戸、全体の 8%】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  

・6/10 愛媛県 

【愛媛県気候変動適応協議会 農林水産業従事者らに気候変動アンケート計画】 

 

・4/2 愛媛県 

【関係機関や市町と連携 温暖化分析、対応を研究 県が「適応センター」設置】 

 

・4/6 愛媛県松山市 

【県内初の 4 年連続優秀賞以上 えひめ住販 省エネ住宅で特別優秀賞】 

 

◇- 高知新聞 -◇ 

・6/12 高知県高知市 

【兼松の高台新工場が起工 災害対策強化し生産性向上 高知市】 

 



・3/9 高知県幡多郡 

【柏島から環境問題考えて 黒潮実感センターがガイドブック作成】 

 

・2/16 高知県香美市 

【温暖化防止策で児童表彰 香美市、元環境次官の講演も】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・6/12 全国 

【国民に備え呼び掛け 防災白書、気候変動で災害リスク】 

 

・6/1 全国 

【コロナと温暖化、対策を共有 小泉環境相、閣僚会議呼び掛け】 

 

・4/2 全国 

【環境問題解決へ 10 兆円を投融資 三井住友 FG】 

 

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

 

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 13「気候変動に具体的な対策を」〜  

 

■DVD 教材：気候変動への挑戦～動き出した世界と日本～（全国地球温暖化防止活動推進セン

ター（JCCCA）） 

地球温暖化の現状と将来予測、気候変動に挑むために行われている様々な適応や取組につい

てセクションごとに映像化されている DVD です。各セクションは環境省 Youtube チャンネルでも、

動画でご覧いただけます。   

リンク：http://www.jccca.org/tool/list_etc/list_etc01.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＞  

 

【徳島県】 

■「中国四国の国立公園展 アクティブ・レンジャーが伝える自然と活動」（徳島会場：6/3～6/28：

鳴門会場：7/1～7/26） 

https://4epo.jp/information/events/18615.html 

 

■昔ながらのエコバッグ ふろしき講習会（7/8・15） 

https://4epo.jp/information/events/18663.html 

 

■せとうち・鳴門「ゴミ箱になった海」再生化プロジェクト（7/12） 

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

 

■蜜蝋（みつろう）エコラップ ワークショップ（7/18） 

https://4epo.jp/information/events/18669.html 

 

■「ゴミゼロの日キャンペーン・めざせラムサール！吉野川しおまねき・クリーンアップ」ボランティ

アスタッフ募集（～7/1） 

https://4epo.jp/information/notice/18771.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 

 

■2020 年 7 月からレジ袋有料化がスタートします！マイバックを持っておでかけしましょう！ 

https://4epo.jp/information/notice/18620.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についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18665.html 

 

■徳島県が、令和 2 年度愛鳥週間用ポスター展についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18706.html 

 

■とくしま県民活動プラザが、自然派志向 NATURAL＆NATURE 7 月号についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18731.html 
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■徳島県が、「エコみらいとくしまが、YouTube チャンネル開設」をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18776.html 

 

 

【香川県】 

■（高松市会場）～ 生き物を見て・感じる ～「まちかど生き物標本展」（6/20～7/12） 

https://4epo.jp/information/events/18533.html 

 

■「ごみを減らそう！『3R』と『食品ロス』展」（6/30～8/2） 

https://4epo.jp/information/events/18803.html 

 

■香川でアート×外国人労働者理解促進イベントを開催！（募集：7/1～8/31、展示：9/15～

11/30） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/06/22/香川でアート x 外国人労働者理解促進イベントを/ 

 

■かがわ里海大学「里海風景の撮影ツアー」（7/12）、「一から学ぶ海ごみ講座」（7/23）及び「海で

安全に楽しむための危機管理講座」（7/5） 

https://4epo.jp/information/events/18696.html 

 

■琴南の森 森林づくり（7/11） 

https://4epo.jp/information/events/18657.html 

 

■五色台体験教室 親子で体験：「はちみつしぼり」＆「みつろうキャンドルづくり」（7/25） 

https://4epo.jp/information/events/18708.html 

 

■かがわ里海大学「県内大学研究室訪問交流講座（理系）」（8/15）、「里海ガイド養成講座（応

用）」（7/25・12/12） 

https://4epo.jp/information/events/18807.html 

 

■～生き物を見て・触れる～「夏の昆虫とのふれあい体験」（7/26） 

https://4epo.jp/information/events/18764.html 

 

■香川県が、令和 2 年度 愛鳥週間ポスター原画コンクールの原画作品を募集（8/9～9/9） 

https://4epo.jp/information/notice/18689.html 
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■香川県が、かがわ「里海」づくり絵日記コンテスト 2020 の作品を募集（8/21～9/18） 

https://4epo.jp/information/notice/18733.html 

 

■第 1 回 SDGs カフェ@かがわ（8/22） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/06/22/第 1 回 sdgs カフェかがわ/ 

 

■香川県が、「ウミホタル」の情報を募集（～11/20） 

https://4epo.jp/information/notice/18812.html 

 

■香川県が、「海辺の生き物」の調査報告を募集（～12/11） 

https://4epo.jp/information/notice/18774.html 

 

■香川県が、「かがわ里海大学」令和 2 年度前期講座開講をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18591.html 

 

■香川県が、かがわの里海づくり“Instagram”開始をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18659.html 

 

■香川県が、（Web 版）令和 2 年度愛鳥週間ポスター原画作品展開催をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18720.html 

 

 

【愛媛県】 

■ツバメ情報募集中！（～7 月末まで） 

https://4epo.jp/information/notice/18478.html 

 

■愛媛県が、「愛顔の生きもの調査隊」隊員を募集（随時募集） 

https://4epo.jp/information/notice/18566.html 

 

■愛媛県が、令和 3 年度「瀬戸内海環境保全推進」ポスター公募をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18586.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 

https://4epo.jp/information/notice/18677.html 

 

https://4epo.jp/information/notice/18733.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/06/22/第1回sdgsカフェかがわ/
https://4epo.jp/information/notice/18812.html
https://4epo.jp/information/notice/18774.html
https://4epo.jp/information/notice/18591.html
https://4epo.jp/information/notice/18659.html
https://4epo.jp/information/notice/18720.html
https://4epo.jp/information/notice/18478.html
https://4epo.jp/information/notice/18566.html
https://4epo.jp/information/notice/18586.html
https://4epo.jp/information/notice/18677.html


■愛媛県が、「おいしい食べきり運動推進店」登録制度についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18817.html 

 

 

【高知県】 

■第 19 期里山自然体験教室（4 月～12 月） 

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

 

■展示館の中の小さな自然展（7/1～8/31） 

https://4epo.jp/information/events/18726.html 

 

■清掃活動ボランティア募集（7/4） 

https://4epo.jp/information/events/18605.html 

 

■木と暮らしのモノづくり講座（7/8） 

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

 

■夏休み企画『おうちで木工！』（申込期間 7/10～8/1） 

https://4epo.jp/information/events/18830.html 

 

■「気候戦士 ～クライメート・ウォーリアーズ～」ゴトゴトシネマ上映会（7/11～7/17） 

https://4epo.jp/information/events/18700.html 

 

■木工クラフト指導者養成講座（7/12・25・8/1・2） 

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

 

■甫喜ヶ峰森林公園で森あそび 1（7/23） 

https://4epo.jp/information/events/18609.html 

 

■第 29 回のいち動物公園写真コンテスト作品募集（6/1～7/31） 

https://4epo.jp/information/notice/18506.html 

 

■自然観察路コンクール（6/1～9/30） 

https://4epo.jp/information/notice/18661.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
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事業～12/28） 

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

 

 

【四国】 

■新型コロナウイルスに伴う四国 ESD センターの対応(6/2) 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/06/02/新型コロナウイルスに伴う四国 esd センターの対応

62/ 

 

■四国経済産業省が、2020 年 7 月 1 日よりレジ袋有料化スタートをお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18568.html 

 

 

【全国】 

■自然観察路コンクール（6/1～9/30） 

https://4epo.jp/information/notice/18661.html 

 

■【参加者募集】国際理解教育/開発教育指導者研修（～7/6） 

https://www.jica.go.jp/hiroba/news/notice/2020/200611_01.html 

 

■公益信託 大成建設自然・歴史環境基金「2020 年度助成金募集」（～7/31） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18154.html 

 

■瀬戸内オリーブ基金助成事業 2020 年度募集（～8/31） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18671.html 

 

■環境省が、読本『森里川海大好き！』読書感想文コンクール 2020 の実施についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18595.html 

 

■環境省が、アニメ『もったいないばあさん』の公開についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18625.html 

 

■環境省が、“全国高等学校 COOLCHOICE 漫画グランプリ 2020”スタート！をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18687.html 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
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https://4epo.jp/information/notice/18687.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）  

【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：https://shikoku.esdcenter.jp/  

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

 

各県窓口  

 

四国 EPO 徳島サテライトデスク  

https://shikoku.esdcenter.jp/


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  


