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

 

【 四国 ESDセンターメールマガジン 】2023.2.28（第 63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。） 

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

 

<<もくじ>> 

１．四国 ESD センターからのお知らせ 

２．今月の SDGs 

３．今月のおすすめ ESD 教材 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など 

５．メルマガ・ホームページに情報を掲載したい方へ 

６．四国 ESD センターメールマガジンについて 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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。 

〈目標 16：平和と公正をすべての人に〉  

 ウクライナ情勢にトルコでの地震など、胸の痛むニュースが続く中、厳しい状況下におけ

る子ども達への支援も広がっています。生きる権利や成長する権利、暴力から守られる権利、

教育を受ける権利、遊ぶ権利など、世界のどこで生まれても子どもたちが持っているさまざ

まな権利が「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」では定められており、この条

約を守ることを約束した締約国・地域の数は 196 と世界で最も広く受け入れられている人

権条約です。日本においても 2023年 4 月に「こども基本法」が施行されます。子どもに関

する法律や権利について知ることも SDGs 達成の第一歩。日本を含む世界中の子ども達が平

和に暮らせるよう、ちょっと関心を寄せてみてください。 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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 16：平和と公正をすべての人に〜 

■ユニセフ「私たちがつくる持続可能な世界・世界の紛争と子どもたち」 

https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/02.html 

児童労働や児童婚を含む、子どもを取り巻く環境についての情報が数多く記載されていま

す。 

https://shikoku.esdcenter.jp/access/
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/02.html


 

■子ども・若者向けのハンドブック『私たちが目指す世界 子どものための「持続可能な開

発目標（ＳＤＧｓ）」』 

https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/sdgs_child_friendly.pd

f 

漢字にふりがながついています。それぞれの目標を達成するため、世界の国々が合意した内

容がわかりやすく説明されています。 

 

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

  
４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など  

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

 

第 1 回環境教育・ESD ティーチャーズトーク参加者募集中！(3/3) 

https://www.jeef.or.jp/2023/02/52467/ 

 

香川県環境保全公社 

令和 5 年度地球環境保全活動支援事業補助金（前期募集：～3/3) 

https://k-ecc.or.jp/wp-content/themes/k-ecc/k-ecc-03.php/ 

 

エコみらいとくしま 

「バスツアー 環境×防災＋plus ZEH&LCCM」参加者募集のご案内(3/5) 

http://eco-

toku.org/eventinfo/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%80%80%E7%92%

B0%E5%A2%83x%E9%98%B2%E7%81%BD%EF%BC%8Bplus-zehlccm/ 

 

共に生き、暮らす、豊かな社会の実現のために 

－JICA の取組から考える自分たちにできること－(3/7) 

https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/230307_01.html 

 

「四国 ESDまつり(3/21)」参加団体募集（～3/10）のご案内 

https://4epo.jp/information/notice/27664.html 

 

地球環境基金「協力・協働による地域づくり研修」(3/10・3/17) 

https://www.erca.go.jp/jfge/training/kyouryoku/index.html 

https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/sdgs_child_friendly.pdf
https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/sdgs_child_friendly.pdf
https://www.jeef.or.jp/2023/02/52467/
https://k-ecc.or.jp/wp-content/themes/k-ecc/k-ecc-03.php/
http://eco-toku.org/eventinfo/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%80%80%E7%92%B0%E5%A2%83x%E9%98%B2%E7%81%BD%EF%BC%8Bplus-zehlccm/
http://eco-toku.org/eventinfo/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%80%80%E7%92%B0%E5%A2%83x%E9%98%B2%E7%81%BD%EF%BC%8Bplus-zehlccm/
http://eco-toku.org/eventinfo/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%80%80%E7%92%B0%E5%A2%83x%E9%98%B2%E7%81%BD%EF%BC%8Bplus-zehlccm/
https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/230307_01.html
https://4epo.jp/information/notice/27664.html
https://www.erca.go.jp/jfge/training/kyouryoku/index.html


オリーブフォーラム 2023 in 高松（3/11） 

https://www.teshima-school.jp/spogomi/forum2022/index.html 

 

こうちサステナ・カフェ「自伐材を活用した復興支援」開催のご案内(3/12) 

https://ecolabo-kochi.jp/event2018.html 

 

令和４年度こうちこどもファンド活動発表会・フォーラム(3/18) 

https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/21/kodomofundforamu.html 

 

エコみらいとくしま 

「先人の知恵から学ぶ！ 気候変動ぼうさい講座」開催のご案内（3/19） 

http://eco-

toku.org/eventinfo/%e5%85%88%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%9f%a5%e6%81%b5%e3%81%8b%e3%82%

89%e5%ad%a6%e3%81%b6%ef%bc%81%e3%80%80%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81

%bc%e3%81%86%e3%81%95%e3%81%84%e8%ac%9b%e5%ba%a7/ 

 

国営讃岐まんのう公園ジュニアインタープリター（自然案内人）募集中（～3/27） 

https://sanukimannopark.jp/archives/26208 

 

2023 年度(第 21 回)ドコモ市民活動団体助成事業の募集(～3/31) 

https://www.mcfund.or.jp/jyosei/2023/no21/requirements.html 

 

特別展 牧野富太郎と佐川の地質（佐川地質館） 

https://sakawa-geomuseum.jp/event 

 

四国地方整備局が、流域治水の絵本の配布についてお知らせ 

～絵本を通じて流域治水について学ぼう～ 

http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/ehon.pdf 

 

食品ロス削減啓発用絵本の都道府県立図書館への寄贈及び各種団体への貸出について（消

費者庁） 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/032024/ 

 

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/ 

 

https://www.teshima-school.jp/spogomi/forum2022/index.html
https://ecolabo-kochi.jp/event2018.html
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/21/kodomofundforamu.html
http://eco-toku.org/eventinfo/%e5%85%88%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%9f%a5%e6%81%b5%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ad%a6%e3%81%b6%ef%bc%81%e3%80%80%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%bc%e3%81%86%e3%81%95%e3%81%84%e8%ac%9b%e5%ba%a7/
http://eco-toku.org/eventinfo/%e5%85%88%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%9f%a5%e6%81%b5%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ad%a6%e3%81%b6%ef%bc%81%e3%80%80%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%bc%e3%81%86%e3%81%95%e3%81%84%e8%ac%9b%e5%ba%a7/
http://eco-toku.org/eventinfo/%e5%85%88%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%9f%a5%e6%81%b5%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ad%a6%e3%81%b6%ef%bc%81%e3%80%80%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%bc%e3%81%86%e3%81%95%e3%81%84%e8%ac%9b%e5%ba%a7/
http://eco-toku.org/eventinfo/%e5%85%88%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%9f%a5%e6%81%b5%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ad%a6%e3%81%b6%ef%bc%81%e3%80%80%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%bc%e3%81%86%e3%81%95%e3%81%84%e8%ac%9b%e5%ba%a7/
https://sanukimannopark.jp/archives/26208
https://www.mcfund.or.jp/jyosei/2023/no21/requirements.html
https://sakawa-geomuseum.jp/event
http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/ehon.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/entry/032024/
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   

   

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

   

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

https://shikoku.esdcenter.jp/


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   

   

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   

  

https://ls459.net/

