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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.11.30（第 36 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/


＜地域 ESD 活動推進拠点交流会～LS 四国と共に～（11/26）＞ 

 先日のメールマガジン臨時号でもご案内いたしましたが、当センターは 11 月 26 日（木）に地域

ESD 活動推進拠点交流会を開催しました。四国の地域 ESD 拠点の皆さまからは、取組事例を紹

介いただき、また、今後の ESD 推進の中核となる概念「LS 四国（ローカル SDGs 四国）」の情報共

有もありました。ご参加ならびにご協力くださった皆さまには心よりお礼申し上げます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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 7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」 

先日、11 月 21 日（土）うどんまるごと循環プロジェクト主催の「うどんまるごとエコツアー2020」に

参加しました。 

始めにプロジェクトや食品ロスについて説明を受けた後、さぬきうどんの手打ち体験を行いまし

た。自ら作ったうどんはとてもおいしく、食品ロスのお話を聞いた後だったこともあり、皆さん残さず

完食していました。 

ツアーの終盤は、ちよだ製作所（香川県高松市）を訪問し、廃棄されたうどんや食品から電気や

肥料を作る工場を見学しました。電気に変えることで、廃棄された食品を燃やして処理するための

エネルギーを消費する必要がなくなり、CO2 の発生を抑えることができます。 

主催者のうどんまるごと循環プロジェクトは、地域 ESD 活動推進拠点に登録していただいてい

ます。多くの方々に、この取組を知ってもらえるように、私たちも PR していきたいと思います。 

 

＜うどんまるごと循環プロジェクト（香川）＞ 

https://www.udon0510.com/ 

 

 

※SDGs 目標に関する新聞記事の見出しについては、昨今の著作権等の動向もあり、掲載を中止

することにいたしました。ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 

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

 

３．今月のおすすめ ESD 教材  

https://www.udon0510.com/


 

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

 

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 

 

■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】 

■社会教育人材養成講習会（12/19） 

https://4epo.jp/information/notice/18917.html 

 

■～エコ・建築・環境について学ぶ～オンラインセミナー（12/4・5） 

https://4epo.jp/information/events/20084.html 
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■エコみらいとくしま 12 月のイベント（12/5・19） 

https://4epo.jp/information/events/20064.html 

 

■「森の学校」ブナ林をシカから守るぞ③（12/6） 

https://4epo.jp/information/events/20036.html 

 

■「森の学校」広葉樹を増やそう！②（12/13） 

https://4epo.jp/information/events/19898.html 

 

■第 3 回とくしま生物多様性活動推進フォーラム「自然を活かした仕事・暮らし」（12/19） 

https://4epo.jp/information/events/20173.html 

 

 

【香川県】 

■かがわ里海大学「里海ガイドと行く『海辺のおでかけマップ』ウォーキングツアー」（12/6）及び

「対話型オンラインイベントの作り方講座 （12/2）」 

https://4epo.jp/information/events/19974.html 

 

■里山プロジェクト氷上保育所（12/3） 

https://4epo.jp/information/events/19672.html 

 

■みどりの学校・森林づくり＆山道ウォーク（12/5） 

https://4epo.jp/information/events/19972.html 

 

■【全 5 回】森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国（12/6、2021.1/17） 

https://4epo.jp/information/notice/19079.html 

 

■里山プロジェクト カナン十河保育園（12/7） 

https://4epo.jp/information/events/19970.html 

 

■里山プロジェクト 川津幼稚園（12/11） 

https://4epo.jp/information/events/19968.html 

 

■「里海ガイド養成講座（応用）」（12/12） 

https://4epo.jp/information/events/18807.html 
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■琴南の森・森林づくり／親子バスツアー（12/12） 

https://4epo.jp/information/events/19965.html 

 

■SDGs（目標 5）ジェンダー平等スタートアップセミナー（12/13） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/11/02/sdgs-g4-jender-seminar/ 

 

■里山プロジェクト 羽床こども園（12/17） 

https://4epo.jp/information/events/19962.html 

 

■かがわ里海大学「できた！が増える片づけ教室」（12/19） 

https://4epo.jp/information/events/20086.html 

 

■かがわ里海大学「里海ガイドって何なん？！講座」（12/20） 

https://4epo.jp/information/events/20015.html 

 

■かがわ里海大学「カードゲームで学ぶ SDGs 講座」（2021.1/14） 

https://4epo.jp/information/events/20125.html 

 

■香川県が、”踊って繋いで海ごみ啓発！？”みんなでつなぐ「ウミゴミラダンス」プロジェクトのダ

ンス動画を募集（～12/31） 

https://4epo.jp/information/notice/20146.html 

 

■香川県が、かがわ食品ロス削減協力店を募集（随時） 

https://4epo.jp/information/notice/20028.html 

 

 

【愛媛県】 

■自然観察会（12/6・2/27） 

https://4epo.jp/information/events/19189.html 

 

■セミナー兼ワークショップ エネルギーから地域の魅力・ポテンシャルを考える（12/13） 

https://4epo.jp/information/events/20148.html 

 

■第 5 回 ESD 授業づくり研修会（12/26） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/11/17/esd-jugyoudsukuri-kenshukai/ 
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■愛媛県が、おもいやり消費普及啓発キャンペーン！についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19993.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 

 

■四国の SDGs の取組について～ローカル SDGs 四国設立に向けた動き～（12/1） 

https://4epo.jp/information/events/20135.html 

 

■リースづくり体験（12/5） 

https://4epo.jp/information/events/20090.html 

 

■クリスマスオーナメントを作ろう！（12/6） 

https://4epo.jp/information/events/19982.html 

 

■森での自然体験を「森の恵みでリースを作って楽しもう」（12/6） 

https://4epo.jp/information/events/20137.html 

 

■クリスマスリースを作ろう！（12/13） 

https://4epo.jp/information/events/19984.html 

 

■正月飾りづくり（12/19） 

https://4epo.jp/information/events/20094.html 

 

 

【四国】 

■【全 5 回】森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国（12/6、2021.1/17） 

https://4epo.jp/information/notice/19079.html 

 

 

【全国】 

■ファッションの『サスティナブル』って何だろう？（12/5） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/11/13/fashion-sustainable/ 

 

https://4epo.jp/information/notice/19993.html
https://4epo.jp/information/events/17850.html
https://4epo.jp/information/events/20135.html
https://4epo.jp/information/events/20090.html
https://4epo.jp/information/events/19982.html
https://4epo.jp/information/events/20137.html
https://4epo.jp/information/events/19984.html
https://4epo.jp/information/events/20094.html
https://4epo.jp/information/notice/19079.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/11/13/fashion-sustainable/


■「プログラミングで海の SDGs！～海と日本 PROJECT～」第 5 回「おうちで海プロ」（12/6） 

https://4epo.jp/information/notice/20167.html 

 

■「ユネスコ世界会議のプレ会議ワークショップ（WS）」シリーズ（12/9、2021.2/10、3/10、4/14） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/11/17/unesco-preworkshop/ 

 

■ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2020（12/19） 

https://esdcenter.jp/hottopics/zenkoku-forum/ 

 

■オンラインセミナー「持続可能な社会のための人材育成」（12/26、2021.1/23、2/27、3/27） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/11/17/esdj-onlineseminar-jinzaiikusei/ 

 

■環境省が、「環境 人づくり企業大賞 2020（環境人材育成に関する先進企業表彰）」募集開始を

お知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19957.html 

 

■環境省が、令和 2 年度環境人づくりセミナーの開催についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20131.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】：  

 

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

 

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  

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  

https://shikoku.esdcenter.jp/

