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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.12.21（第 37 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/


＜株式会社井上組（徳島県）と SDGｓ＞  

 （株）井上組は、徳島県の西部に位置する、土木工事を主とする建設会社です。社是の「誠実と

信頼・社員の幸福・たゆみなき前進」をモットーとして、建設会社の枠にとらわれないユニークな活

動を行っています。 

 

【詳しくはホームページをご覧ください】  

https://inouegumi.net/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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 17「パートナーシップで目標を達成しよう」 

11 月 26 日（木）、「地域 ESD 活動推進拠点交流会～LS 四国と共に～」が開催されました（主

催：四国地方 ESD 活動支援センター、環境省中国四国地方環境事務所四国事務所）。 

 今年度地域 ESD 拠点として登録された一般社団法人そらの郷さん、パンゲアフィールドさん、株

式会社井上組さんを含む、四国の全ての地域 ESD 拠点（12 団体）から取組事例の紹介がありま

した。参加者からは、「豊かな自然を守りつつ、持続可能な社会を築いていくことは容易なことでは

ないと思うが、今の時代だからこそ取り組まなければならない重要なことであると思う」という感想

と共に、SDGs 達成のためには ESD が必要不可欠であること、地域 ESD 拠点の連携がその可能

性を大きく広げることが改めて共有されました。また、「地域循環共生圏」という新しい地域づくりの

概念も踏まえ、これからの四国の在り方について意見交換を行い、パートナーシップの重要性を

再確認することができました。 

来年 3 月には、「ESD 推進ネットワーク地域フォーラム（四国）」の開催を予定しています。分野

を越えた連携（パートナーシップ）により、地域における SDGs への取組のさらなる広がりが期待さ

れます。 

 

 

※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、先月のメー

ルマガジンより掲載を中止しております。ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 

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

https://inouegumi.net/


 

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 17「パートナーシップで目標を達成しよう」〜  

 

■SDGs を使って、社会を変える（地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）） 

環境省「持続可能な開発目標（SDGs）を活用した地域の環境課題と社会課題を同時解決するた

めの民間活動支援事業」から得られた、地域で統合的な課題解決を進める上での SDGs 活用の

ポイントをまとめています。 

リンク：http://www.geoc.jp/information/report/ 

 

■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組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組、解決策を考えたいと思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】 

■幼児向け環境学習『しぜんたいけん保育の研修会』（1/15） 

https://4epo.jp/information/events/20522.html 

 

■徳島県が、「アースバトン～活動の輪を徳島から世界へ～」をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20308.html 

 

■とくしま県民活動プラザが、自然派志向 NATURAL＆NATURE 1 月号についてお知らせ 

http://www.geoc.jp/information/report/
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/
https://4epo.jp/information/events/20522.html
https://4epo.jp/information/notice/20308.html


https://4epo.jp/information/notice/20344.html 

 

■徳島県が、「『プラごみゼロ』とくしまスマート宣言」！！をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20356.html 

 

■徳島県が、環境省主催「みんなで減らそうレジ袋チャレンジ」独自性部門「最優秀賞」受賞をお

知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20358.html 

 

 

【香川県】 

■ユニバーサルツーリズムオンライン研修会（1/5～1/19） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/17/ 

 

■年末年始 特別クラフト『干支（辛丑：かのとうし）の置物』づくり（1/9・10・11） 

https://4epo.jp/information/events/20030.html 

 

■里山プロジェクト下高岡保育所（1/13） 

https://4epo.jp/information/events/20191.html 

 

■かがわ里海大学「カードゲームで学ぶ SDGs 講座」（1/14） 

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

 

■かがわ里海大学「一から学ぶ海ごみ講座」（1/16） 

https://4epo.jp/information/events/20230.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（1/17） 

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

 

■里山プロジェクト 砂入保育園（1/22） 

https://4epo.jp/information/events/20254.html 

 

■2021 男女共同参画フォーラム（1/23） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/17/danjo-kyodo2021/ 

 

■あなたの買い物で未来が変わる！？（1/23） 

https://4epo.jp/information/notice/20344.html
https://4epo.jp/information/notice/20356.html
https://4epo.jp/information/notice/20358.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/17/
https://4epo.jp/information/events/20030.html
https://4epo.jp/information/events/20191.html
https://4epo.jp/information/events/20125.html
https://4epo.jp/information/events/20230.html
https://4epo.jp/information/notice/19079.html
https://4epo.jp/information/events/20254.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/17/danjo-kyodo2021/


https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/09/kaimono-mirai/ 

 

■里山プロジェクト 浅野幼稚園（1/29） 

https://4epo.jp/information/events/20256.html 

 

■かがわ里海大学「たのしく脱プラ♪みつろうラップづくりワークショップ」（1/31） 

https://4epo.jp/information/events/20314.html 

 

■里山プロジェクト 聖母幼稚園（2/5） 

https://4epo.jp/information/events/20312.html 

 

■香川県が、かがわ食品ロス削減大賞を募集（～2/5） 

https://4epo.jp/information/notice/20520.html 

 

■ホワイトリボンラン 2021 香川（3/7） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/17/whiteribbon2020/ 

 

■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】 

■愛媛県プラスチック資源循環シンポジウム in 南予（2/6） 

https://4epo.jp/information/events/20346.html 

 

■自然観察会（2/27） 

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

 

■愛媛県が、令和 3 年度「クールビズ四国、ウォームビズ四国（仮称）」キャンペーン PR ポスター

を募集（～2/12） 

https://4epo.jp/information/notice/20234.html 

 

■愛媛県が、令和 2 年度「おいしい食べきりキャンペーン」の実施についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20211.html 

 

 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/09/kaimono-mirai/
https://4epo.jp/information/events/20256.html
https://4epo.jp/information/events/20314.html
https://4epo.jp/information/events/20312.html
https://4epo.jp/information/notice/20520.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/17/whiteribbon2020/
https://4epo.jp/information/notice/20028.html
https://4epo.jp/information/events/20346.html
https://4epo.jp/information/events/19189.html
https://4epo.jp/information/notice/20234.html
https://4epo.jp/information/notice/20211.html


【高知県】 

■『民話と伝説でつながる室戸ユネスコ世界ジオパーク』企画展（12/5～1/31） 

https://4epo.jp/information/events/20462.html 

 

■高知県立のいち動物公園 第 28 回写生コンテスト作品展（12/6～2/14） 

https://4epo.jp/information/events/20276.html 

 

■高知県立のいち動物公園 干支展 丑 ～ キリンもウシもモ～と鳴く ～（12/12～1/11） 

https://4epo.jp/information/events/20320.html 

 

■高知県立のいち動物公園 お正月イベント（1/2・3） 

https://4epo.jp/information/events/20318.html 

 

■保育・幼児教育のためのネイチャーゲームリーダー養成講座（高知県会場）（1/10・11） 

https://4epo.jp/information/events/20204.html 

 

■「ビッグ・リトル・ファーム」ゴトゴトシネマ上映会（1/11～17） 

https://4epo.jp/information/events/20316.html 

 

■令和 2 年度高知森林インストラクター養成講座（1/17・2/28） 

https://4epo.jp/information/events/19038.html 

 

■自然体験＆森のようちえん in 森の落ち葉で焼き芋体験（1/17） 

https://4epo.jp/information/events/20354.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（1/17） 

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

 

■第 6 回四国環境パートナーシップ表彰（～2021.1/19） 

https://4epo.jp/information/notice/20464.html 

 

 

【中四国】 

■2020 年度環境ユース国内派遣研修（1/23・2/8～2/13・2/27 または 3/6） 

https://4epo.jp/information/events/20462.html
https://4epo.jp/information/events/20276.html
https://4epo.jp/information/events/20320.html
https://4epo.jp/information/events/20318.html
https://4epo.jp/information/events/20204.html
https://4epo.jp/information/events/20316.html
https://4epo.jp/information/events/19038.html
https://4epo.jp/information/events/20354.html
https://4epo.jp/information/notice/19079.html
https://4epo.jp/information/notice/20464.html


https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/02/youth-kokunaihaken2020/ 

 

■四国経済産業局が、令和 2 年度「水力発電に係る人材育成のための研修会」動画配信をお知

らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20200.html 

 

 

【沖縄県】 

■d-lab 2020 第 38 回 開発教育全国研究集会（2/20・21） 

https://esdcenter.jp/study/d-lab2020/ 

 

 

【全国】 

■子どものための人権教育リーダー養成 参加者募集！（2021.1～3） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/17/humanrights-forchildren/ 

 

■環境省が、「第 8 回グッドライフアワード」環境大臣賞最優秀賞等の決定をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20182.html 

 

■環境省が、「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンの実施についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20221.html 

 

■環境省が、食べ残しの持ち帰り行為「mottECO」のロゴができました！をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/20460.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）---------  

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/02/youth-kokunaihaken2020/
https://4epo.jp/information/notice/20200.html
https://esdcenter.jp/study/d-lab2020/
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/17/humanrights-forchildren/
https://4epo.jp/information/notice/20182.html
https://4epo.jp/information/notice/20221.html
https://4epo.jp/information/notice/20460.html


 

■（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  

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  

https://shikoku.esdcenter.jp/


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  


