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【 四国 ESD センターメールマガジン 】2022.4.26（第 53 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  

 

★おしらせ★   

■新型コロナウイルス感染拡大に伴う四国 ESD センターの対応について  

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、四国 ESD センターでは当面の間、下記の形で

運用を行ってまいります。  

•    ミーティングスペースの貸出停止  

• 四国 ESD センターならびに四国 EPO、各県サテライトデスクでの対応については、スタッ

フが在宅勤務の場合がございますので、事前にお問い合わせください。  

https://shikoku.esdcenter.jp/
https://shikoku.esdcenter.jp/
https://www.facebook.com/shikokuEPO


•    図書や資料貸出など、来所を希望される方（高松・松山）は事前にご連絡ください。  

来所の際はマスク着用、検温、手指消毒にご協力ください。  

その際に、入口での窓口対応となりますこと、予めご了承ください。  

•    お問い合わせ・相談等は、通常通り電話やメールで受け付けています。  

（開所日や問い合わせ先は、下記リンクをご参照ください。）  

利用案内・アクセス  

https://shikoku.esdcenter.jp/access/  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

２．今月の SDGs  

 

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

 

毎月 SDGs に関係する情報をお届けします。  

 

〈SDGs の目標 8 働きがいも 経済成長も〉  

新年度、新しい環境でお仕事を始める方も多いのではないでしょうか。4 月 28 日は国連が

定めた「職場での安全と健康のための世界デー/World Day for Safety and Health at Work」

です。この日に合わせて世界的な啓発キャンペーンも行われます。SDGs 目標 8 では「働き

がいのある人間らしい仕事」「児童労働の禁止」など、労働に関する目標が設定されており、

経済にも直結することから「経済成長と環境悪化の分断」にも言及しています。この日が労

働に関わる多くの課題について考えるきっかけとなれば幸いです。  

 

【地域 ESD 拠点紹介動画公開中！】  

昨年度行われた「四国地域 ESD 拠点交流会」の動画を公開しています。各拠点の ESD/SDGs

の取り組みが 5 分でわかる内容となっています。ぜひご覧ください。  

◆四国 ESD センターホームページ  

https://shikoku.esdcenter.jp/2022/03/23/esdvu_7th/  

 

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

 

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。  

https://shikoku.esdcenter.jp/access/
https://shikoku.esdcenter.jp/2022/03/23/esdvu_7th/


〜目標 8：働きがいも 経済成長も〜  

 

■とくしま SDGs 消費者教育教材  

クイズに答えながら SDGs を学べるサイトです。SDGs目標 8 において私たちにできることは

何かを知ることもできます。  

https://www.pref.tokushima.lg.jp/sdgs.ethical.town/learn-our-ethical.town/learn-

SDGs/5045111/  

 

■SDGs ジャーナル 17 の目標開設「目標 8」  

動画やグラフを使ったわかりやすい説明から、SDGs を身近に感じることができます。  

https://sdgs-support.or.jp/journal/goal_08/  

 

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

 

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】  

■「地球人カレッジ on ZOOM（ウクライナ避難民支援帰国報告）」動画公開  

https://youtu.be/6Yx7_aFeVxM  

 

■「森の学校」森の香りさがしとアロマウォーターづくり（5/8）  

https://4epo.jp/information/events/24753.html  

 

■エコみらいとくしま「おやこ科学実験教室～水の不思議～」（5/22）  

https://4epo.jp/information/events/24795.html  

 

 

【香川県】  

■「KAGAWA SDGs 映画祭 2022」  

https://web.seto.ac.jp/hall/kagawa-sgds-ilmfestival2022/  

 

■かがわ里海大学「海ごみはどこからやって来る？講座」（5/21）  

https://www.pref.tokushima.lg.jp/sdgs.ethical.town/learn-our-ethical.town/learn-SDGs/5045111/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/sdgs.ethical.town/learn-our-ethical.town/learn-SDGs/5045111/
https://sdgs-support.or.jp/journal/goal_08/
https://youtu.be/6Yx7_aFeVxM
https://4epo.jp/information/events/24753.html
https://4epo.jp/information/events/24795.html
https://web.seto.ac.jp/hall/kagawa-sgds-ilmfestival2022/


https://4epo.jp/information/events/25034.html  

 

■かがわ里海大学「森と海のつながり体験講座」（5/28）  

https://4epo.jp/information/events/25038.html  

 

■かがわ里海大学「海の生き物観察講座～磯の生き物編～」（5/29）  

https://4epo.jp/information/events/25036.html  

 

■香川県が、令和 4 年度「省エネ最適化診断」の開始についてお知らせ  

https://4epo.jp/information/notice/25104.html  

 

■芸術士が映画になったよ！  

https://www.flat-takamatsu.net/bcs/info5796.html  

 

 

【愛媛県】  

■令和 4 年度愛媛県事業系食品ロス削減トライアル補助事業募集  

https://4epo.jp/information/notice/24836.html  

 

■愛媛が誇るスゴ eco～「優良リサイクル製品（スゴ eco 製品）」カタログ 2022～について  

https://4epo.jp/information/notice/24953.html  

 

■多文化共生事業等助成金のお知らせ（～5/31）  

http://www.epic.or.jp/news_and_topics/?p=6252  

 

 

【高知県】  

■森林ボランティアリーダー養成講座 ツリーハウス作り講座（4/16～5/28）  

https://4epo.jp/information/events/24531.html  

 

■特別展「ミジンコ展 2022」～ゆかいな微生物（なかま）たち～（4/26～5/29）  

https://4epo.jp/information/events/24533.html  

 

■第 34 回 T シャツアート展（5/1～5）  

https://4epo.jp/information/events/25072.html  

 

https://4epo.jp/information/events/25034.html
https://4epo.jp/information/events/25038.html
https://4epo.jp/information/events/25036.html
https://4epo.jp/information/notice/25104.html
https://www.flat-takamatsu.net/bcs/info5796.html
https://4epo.jp/information/notice/24836.html
https://4epo.jp/information/notice/24953.html
http://www.epic.or.jp/news_and_topics/?p=6252
https://4epo.jp/information/events/24531.html
https://4epo.jp/information/events/24533.html
https://4epo.jp/information/events/25072.html


■女性防災プロジェクト（全５回）-私たちにできること-多様な視点で防災・減災を考える  

https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1795  

 

 

【中国・四国】  

■（四国 ESD フォーラム ）四国の高校生の ESD/SDGsの取り組みを展示しています  

https://shikoku.esdcenter.jp/esdf2022/  

 

■（四国 ESD フォーラム ）基調講演の資料を掲載しています  

https://shikoku.esdcenter.jp/hot_topics/keynote_speech/  

 

■中国四国地方環境事務所が、環境省アクティブ・レンジャーを募集（～4/25）  

https://4epo.jp/information/notice/24696.html  

 

■中国四国地方環境事務所が「任期付職員募集（中国四国地方環境事務所 地域  

脱炭素創生室）」を募集（～5/6）  

https://4epo.jp/information/notice/24755.html  

 

■中国四国農政局が、「令和 3 年度中国四国地域未来につながる持続可能な農業推  

進コンクール」の受賞者の決定についてお知らせ  

https://4epo.jp/information/notice/25040.html  

 

 

【全国】  

■「環境省主催令和 3 年度ローカル SDGs 人材育成地方セミナー」実施報告掲載  

https://www.esd-j.org/news/10644  

 

■【参加者募集】『2022 年度 ESD-J オンラインセミナー第 1 回』  

https://www.esd-j.org/news/10778  

 

■＜外務省主催＞『令和 4 年度 NGO インターン・プログラム 受入団体募集』  

https://www.joca.or.jp/news/project/ngointern/  

 

■「速報解説セミナー：最新の世界の温暖化対策の報告書発表！」  

https://www.wwf.or.jp/event/organize/4975.html  

 

https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1795
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https://www.esd-j.org/news/10778
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■地球人カレッジ公開セミナー『地球規模で考えながら地域で活動していく』  

https://shikoku.esdcenter.jp/2022/04/13/650/  

 

■集まれ！全国の高校生・大学生「JICA 地球ひろば体験談＆ワークショップ」  

https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/220424_01.html  

 

■「SDG4 を達成するための声を届けよう！SDG4 教育キャンペーン」  

https://www.jnne.org/sdg2022/  

 

■『室戸ジオパーク学術研究助成 2022 年度募集』  

https://www.muroto-geo.jp/edu_information/2022muroto-researchgrant/  

 

■『第 9 回 アクサ ユネスコ協会 減災教育プログラム』  

https://www.unesco.or.jp/gensai/pdf/202204/chirashi_gensai2022.pdf  

 

■環境省が、環境教育教材「みんなで変える地球の未来～脱炭素社会をつくるた  

めに～」の作成についてお知らせ  

https://4epo.jp/information/notice/24739.html  

 

■地域循環共生圏（ローカル SDGs）の構築方法を学ぶ～なぜ銀行員が農業をするのか？～  

https://www.steam-library.go.jp/content/128  

 

■PARC 自由学校 2022 オンライン単発講座  

【PARC50 周年記念企画】問い続ける者たち―アジアと日本の歴史から描く未来  

https://www.parcfs.org/store/products/fs2022-17  

 

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

 

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/2022/04/13/650/
https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/220424_01.html
https://www.jnne.org/sdg2022/
https://www.muroto-geo.jp/edu_information/2022muroto-researchgrant/
https://www.unesco.or.jp/gensai/pdf/202204/chirashi_gensai2022.pdf
https://4epo.jp/information/notice/24739.html
https://www.steam-library.go.jp/content/128
https://www.parcfs.org/store/products/fs2022-17


 

■（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 

 


