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

 

【 四国 ESDセンターメールマガジン 】2022.10.28（第 59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/ 

 

★四国の地域 ESD 拠点情報 

＜NPO 法人どんぐり王国（愛媛県西予市）＞ 

自然、動物、人とのふれあいを合い言葉に発足したどんぐり王国は、循環型農業を基盤とし

て持続可能な活動を模索しながら子育て支援事業を行っております。特に不登校、ひきこも

りに悩む当事者、保護者に対して具体的な支援はどうあるべきか考え、現在は地域住民と連

携した里山保全活動も行いながら居場所づくりに努めています。 

【詳しくはホームページをご覧ください】 

http://wwwa.pikara.ne.jp/donguri-oukoku/ 

 

★四国 ESDバーチャル大学「ESD・SDGs ツアー×気候変動教育」参加者募集！ 

昨年度スタートした「四国 ESD バーチャル大学」。どこにいても気軽に ESD に触れられるよ

う、オンラインでの学びを進めています。 

今年度の第１，2 回は「ESD・SDGs ツアー×気候変動教育」です。10 月 21 日に開催された

第 1 回では、さまざまな分野の方にご参加いただき、観光から考える持続可能な地域づくり

について学ぶことができました。第 2 回では具体的にツアーの商品化を進める中で、SDGs

や ESD の視点を含めた、学びのある観光について考えます。 

第 2 回からの参加も歓迎します。ぜひご参加ください。 

 

四国 ESD バーチャル大学「ESD・SDGs ツアー×気候変動教育」 

【第 2 回】 ツアーの商品化を進めよう！！ ※オンライン・参加費無料 

11月 25 日（金） 16：00～17：30 

詳しくはこちらをご覧ください。 

四国 ESD センターHP  

https://shikoku.esdcenter.jp/2022/09/22/858/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

２．今月の SDGs 

https://shikoku.esdcenter.jp/access/
http://wwwa.pikara.ne.jp/donguri-oukoku/
https://shikoku.esdcenter.jp/2022/09/22/858/


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

毎月 SDGs に関係する情報をお届けします。 

 

〈目標 12：つくる責任 つかう責任〉  

今月は「食品ロス削減推進月間」でした。農林水産省及び環境省は、食品ロス削減の取組

の進展に活かすため、食品ロス量の推計を行い、公表しています。最新のデータとして、令

和 2 年度の推計が公表され、食品ロス量が推計開始以来、最少になったことがわかりまし

た。コロナ禍の影響で外食が減ったこと、在宅勤務により自宅での調理が増え、冷蔵庫の余

りものが少なくなったことなど、その理由はいろいろと考えられますが、「食品ロス」とい

う言葉が広まり、みんなの意識が高まったことも大きな理由ではないかと思います。 

香川では食品ロス削減大賞の募集や、「さぬきうどん」をメインとした食品ロスの取り組

みを知るツアーも予定されています。詳しくはこの後のイベント情報欄をぜひご覧くださ

い。 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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 12：つくる責任 つかう責任〜  

 

■愛知県食品ロス削減サイト 食品ロス削減環境学習プログラム 

https://kankyojoho.pref.aichi.jp/foodloss/learning-program.html 

動画、クイズカード、すごろくなど小学生向けの教材です。楽しみながら学べる教材をダウ

ンロードすることができます。 

 

■NHK for School 

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005180375_00000 

食ロスをテーマにした動画が多数あり、先生用に切り替えることもできます。 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など 

https://kankyojoho.pref.aichi.jp/foodloss/learning-program.html
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005180375_00000


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

第 3 回かがわ食品ロス削減大賞を募集 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/haitai/loss/kakonotorikumi/20220916.html 

 

「第 8 回全国ユース環境活動発表大会」募集のご案内 

https://youth.erca.go.jp/ 

 

2023 年度地球環境基金助成金説明会（四国地域）  

https://4epo.jp/information/notice/26704.html 

 

植樹参加者募集 仁淀川上流の山に木を植えよう! ～いの町中追植樹事業～ 

https://www.niyodogawa-

gyokyo.com/post/%E6%A4%8D%E6%A8%B9%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%80%85%E5%8B%9F%E9%9B%86 

 

「全国エコ活コンクール」壁新聞・絵日記を募集中！ 

http://www.j-ecoclub.jp/topics/info/202210132300.html 

 

全国エコ活コンクールに「Youth 賞（show）」登場！（中学生・高校生のクラブ対象） 

http://www.j-ecoclub.jp/topics/event/202209301500.html 

 

ネイチャーゲームいもほり体験(高知県立甫喜ヶ峰森林公園周辺) 

https://ecolabo-kochi.jp/event1926.html 

 

こうちサステナ・カフェ 「柏島に魅せられて～お魚博士の里海トーク～」 

https://npo-kankyonomori.com/backnumber.cgi#info_id222 

 

かがわ里海大学「香川大学生プロデュース講座～生活排水について学ぼう！～」 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/university/no22st11.html 

 

とくしま自然エネルギービジネスマイスター講座 (全 4回：受講料無料) 

http://eco-

toku.org/eventinfo/%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%be%e8%87%aa%e7%84%b6%e3%82%

a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83

%9e%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e8%ac%9b%e5%ba%a7-2/ 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/haitai/loss/kakonotorikumi/20220916.html
https://youth.erca.go.jp/
https://4epo.jp/information/notice/26704.html
https://www.niyodogawa-gyokyo.com/post/%E6%A4%8D%E6%A8%B9%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%80%85%E5%8B%9F%E9%9B%86
https://www.niyodogawa-gyokyo.com/post/%E6%A4%8D%E6%A8%B9%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%80%85%E5%8B%9F%E9%9B%86
http://www.j-ecoclub.jp/topics/info/202210132300.html
http://www.j-ecoclub.jp/topics/event/202209301500.html
https://ecolabo-kochi.jp/event1926.html
https://npo-kankyonomori.com/backnumber.cgi#info_id222
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/university/no22st11.html
http://eco-toku.org/eventinfo/%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%be%e8%87%aa%e7%84%b6%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e8%ac%9b%e5%ba%a7-2/
http://eco-toku.org/eventinfo/%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%be%e8%87%aa%e7%84%b6%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e8%ac%9b%e5%ba%a7-2/
http://eco-toku.org/eventinfo/%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%be%e8%87%aa%e7%84%b6%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e8%ac%9b%e5%ba%a7-2/
http://eco-toku.org/eventinfo/%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%be%e8%87%aa%e7%84%b6%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e8%ac%9b%e5%ba%a7-2/


 

「森の学校」続・親子で初めての森あそび 

http://www.1000nen.biz-awa.jp/event/PDF/20221105oyako.pdf 

 

「うどんまるごとエコツアー2022」開催のご案内 

https://www.udon0510.com/news 

 

特別講演 「ハガキ使いの名人～牧野富太郎先生の思い出～」（横倉山自然の森博物館） 

https://www.yokogurayama-museum.jp/topics/1262 

 

甫喜ヶ峰フェスティバル 2022(土佐山田町) 

https://hokigamine.jp/2022/10/24/11-

13%e6%97%a5%e7%94%ab%e5%96%9c%e3%83%b6%e5%b3%b0%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83

%86%e3%82%a3%e3%83%90%e3%83%ab2022%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81%ef%bc%81/ 

 

せとうち「ゴミ箱になった海」再生化プロジェクト 2022 IN なると  

https://plaza-tokushima.com/news/19891/ 

 

令和５年度「地域の文化振興等の活動」助成募集 

https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/grant/applicant/download05.html 

 

大和証券グループ未来応援ボンド こども支援団体サステナブル基金 

https://www.public.or.jp/project/f0152 

 

2023 年度「CO・OP 共済 地域ささえあい助成」 

https://coopkyosai.coop/csr/socialwelfare/ 

 

 

最新の情報は ESD センターのホームページで随時更新しています。 

https://shikoku.esdcenter.jp/ 

 

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

   

５．メルマガ・ホームページに情報を掲載したい方へ   

   

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

http://www.1000nen.biz-awa.jp/event/PDF/20221105oyako.pdf
https://www.udon0510.com/news
https://www.yokogurayama-museum.jp/topics/1262
https://hokigamine.jp/2022/10/24/11-13%e6%97%a5%e7%94%ab%e5%96%9c%e3%83%b6%e5%b3%b0%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%90%e3%83%ab2022%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81%ef%bc%81/
https://hokigamine.jp/2022/10/24/11-13%e6%97%a5%e7%94%ab%e5%96%9c%e3%83%b6%e5%b3%b0%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%90%e3%83%ab2022%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81%ef%bc%81/
https://hokigamine.jp/2022/10/24/11-13%e6%97%a5%e7%94%ab%e5%96%9c%e3%83%b6%e5%b3%b0%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%90%e3%83%ab2022%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81%ef%bc%81/
https://plaza-tokushima.com/news/19891/
https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/grant/applicant/download05.html
https://www.public.or.jp/project/f0152
https://coopkyosai.coop/csr/socialwelfare/
https://shikoku.esdcenter.jp/


   

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/   
   

※四国 ESDセンター（環境省・文部科学省が開設）は、（特非）えひめグローバルネットワ

ークが受託し、環境省四国事務所と協働で運用しています。    

※四国 ESDセンターは、ローカル SDGs 四国（LS 四国）の「四国 ESD チーム」分科会事務局

を担っています。魅力ある持続可能な四国を一緒に創っていきましょう！    

HP:https://ls459.net/   

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

   

各県窓口   

https://shikoku.esdcenter.jp/
https://ls459.net/


   

四国 EPO 徳島デスク   

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   

特定非営利活動法人環境の杜こうち内   

TEL：080-4998-4592   

  


