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【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.1.29（第 26 号）  

http://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   

---------------------------------------------------------------------  
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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 http://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 ＜ESD 推進ネットワークフォーラム＞ 

2 月 1 日（土）、2 日（日）、愛媛県西条市で「SDGs フェス in 西条」が開催されます。SDGs を体験で

http://shikoku.esdcenter.jp/
mailto:info@shikoku-esdcenter.jp
http://shikoku.esdcenter.jp/
https://www.facebook.com/shikokuEPO


きるカードゲームから講演会、地域の事例紹介など四国の SDGs が盛りだくさん！四国地域 ESD

拠点も展示コーナーで紹介しています。この機会にぜひご参加ください。 

詳細についてはこちらをご覧ください。 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/01/22/information-194/ 

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

 

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 16「平和と公正をすべての人に」 

 今年、東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。オリパラは世界最大規模のスポーツ

イベントです。開催国のみならず世界各国の環境・社会・経済にまで、その影響は広く及ぶことか

ら、今大会では、SDGs をはじめとする持続可能性に配慮した準備・運営が進められています。 

 古代へ遡ると、当時のオリンピックは、ギリシア全土から競技者や観客が争いを中断してでも参

加しなければなりませんでした。「聖なる休戦」とも呼ばれています。武器を置き、時には敵地を横

切りながら目指すオリンピアへの旅、当初 1 ヶ月だった聖なる休戦の期間は 3 ヶ月にも及んだと

言われています。 

 世界平和の象徴として催されたオリンピックの歴史を見直すことで、今起こっている世界のさま

ざまな問題の人道的解決と平和実現に向けて、スポーツの果たす役割と可能性も見えてくるかも

しれません。 

 今回の開催が、平和実現に向けた一歩につながることを期待しています。 

 

【参照】  

■公益財団法人 日本オリンピック委員会 

https://www.joc.or.jp/ 

 

 

目標 16「平和と公正をすべての人に」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・1/11 徳島県阿波市 

【差別なき社会訴えパレード 阿波市で児童ら 100 人】 

 

・1/10 徳島県徳島市 



【外国人支援と共生学ぶ 24 日、徳島市で研修会 県国際交流協 参加者募る】 

 

・1/9 徳島県徳島市 

【外国人労働者の日本語教育 効果的指導へ研修会 徳島市で 18 日】 

 

・1/9 徳島県 

【地域振興策を英語で紹介 県西部県民局が訪日客向けパンフ作製】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

10/23 香川県土庄町 

【新時代の平和願う 土庄・宝生院で「万灯会」】 

 

・10/3 香川県高松市 

【平和への誓い新た 高松で戦争犠牲者追悼式】 

 

・9/24 香川県 

【訪日客に防災マニュアル】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  

・1/7 愛媛県 

【情報モラル広げよう 標語やポスター 小中高生６人優秀賞】 

 

・12/27 愛媛県宇和島市 

【日本で暮らす外国人増 共生社会考える】 

 

◇- 高知新聞 -◇ 

11/25 高知県高知市 

【高知市の平和資料館「草の家」30 周年】 

 

11/2 高知県高知市 

【800 人参列し高知県戦没者追悼式 遺族ら平和祈る】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・1/13 海外 

【人魚姫像に「香港開放」落書き デンマーク首都コペンハーゲン】 

 



・1/9 全国 

【外国人支援の拠点 8 割整備 災害時に多言語で情報提供】 

 

・1/9 全国 

【AI 翻訳システム導入加速 自治体、外国人住民増で】 

 

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

 

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」〜  

 

■JICA-Net Library 

JICA-Net とは、独立行政法人 国際協力機構(JICA)が推進する遠隔技術協力事業です。  

様々な情報通信技術を複合的に使った 3 つのツールである、TV 会議システム、マルチメディア教

材、JICA-Net ライブラリを通して、JICA 事業の効率と質の向上を図っています。 

リンク：https://jica-net-library.jica.go.jp/ja2/topics/topics_170403_new.html 

 

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

 

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】 

■ボランティア募集！かや刈り交流会（2/1～2/2） 

http://4epo.jp/information/notice/17204.html 

 

■こどもがいきいきと活動するまち「ぷらざタウン」（2/2） 

http://4epo.jp/information/events/17096.html 

 



■第 7 回阿南市生物多様性フォーラム（2/8） 

http://4epo.jp/information/events/17225.html 

 

■リサイクル工場見学エコツアー♪（2/8） 

http://4epo.jp/information/events/17290.html 

 

■かみかつ茅葺き学校てまがいプログラム（2/16） 

http://4epo.jp/information/notice/17179.html 

 

■冬工作♪牛乳パックキャンドルホルダー作り（2/23） 

http://4epo.jp/information/events/17296.html 

 

■徳島県が、燃料電池自動車（FCV）普及促進事業補助金の募集（～2/28） 

http://4epo.jp/information/notice/15870.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://4epo.jp/information/notice/17161.html 

 

■徳島県が、 全国初「燃料電池パトカー」のラッピングデザインの決定についてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17235.html 

 

 

【香川県】 

■2019 年度国際理解教育セミナー（2/16） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/01/14/information-188/ 

 

■「中国四国の国立公園展 アクティブ・レンジャーが伝える自然と活動」（香川会場）（1/30～

2/16） 

http://4epo.jp/information/events/17111.html 

 

■2019 年度 第 2 回ナチュラルヒストリーの基礎講座 「ご近所の生き物の図鑑の作り方」（2/1） 

http://4epo.jp/information/events/17288.html 

 

■里山ふれあいプロジェクト（2/6） 

http://4epo.jp/information/events/17415.html 

 

http://4epo.jp/information/notice/17179.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/01/14/information-188/


■琴南の森 森林づくり（2/8） 

http://4epo.jp/information/events/17088.html 

 

■かがわ里海大学「里海風景の撮影ツアー」（2/8） 

http://4epo.jp/information/events/17115.html 

 

■第 6 回生物多様性フォーラム「生物多様性とは何だろう？―生物多様性調査で見えた光と影―」

（2/8） 

http://4epo.jp/information/events/17294.html 

 

■かがわナチュラルリサーチャー育成事業成果発表会（2/8） 

http://4epo.jp/information/events/17345.html 

 

■四国 SDGs 経営フォーラム～SDGs 経営による企業価値向上のために～（2/10） 

http://4epo.jp/information/events/17305.html 

 

■令和元年度「エネルギー使用合理化シンポジウム in 高松」（2/14） 

http://4epo.jp/information/events/17140.html 

 

■J-クレジット制度を活用したカーボン・オフセットイベント（2/15） 

http://4epo.jp/information/events/16895.html 

 

■世界一 eco な空気砲を体験！らんま先生の省エネサイエンスショー（2/15） 

http://4epo.jp/information/events/17185.html 

 

■かがわ里海大学「里海体験ツアー」（2/16） 

http://4epo.jp/information/events/17188.html 

 

■分散型エネルギーシステム普及・啓発セミナー Vol.2・Vol.3（2/17・18） 

http://4epo.jp/information/events/17222.html 

 

■みどりの学校屋島の森（2/29） 

http://4epo.jp/information/events/17190.html 

 

■CO2CO2（コツコツ）削減フェスティバル 2020in かがわ（2/29） 

http://4epo.jp/information/events/17403.html 



 

■第 7 回かがわ「里海」づくりシンポジウム（3/7） 

http://4epo.jp/information/events/17378.html 

 

■屋島ウォーク（3/15） 

http://4epo.jp/information/events/17370.html 

 

■令和元年度 第 2 回 事業所向け「省エネルギー講座」（3/17） 

http://4epo.jp/information/events/17276.html 

 

■香川県が、香川県地球温暖化防止活動推進員（第 8 期）を募集（～2/28） 

http://4epo.jp/information/notice/17405.html 

 

■香川県が、令和元年度版 香川県環境白書作成をお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17174.html 

 

■香川県が、「かがわ里海の幸～冬～」作成をお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17376.html 

 

 

【愛媛県】 

■SDGs フェス in 西条（2/1,2） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/01/22/information-194/ 

 

■松山城山探鳥例会（2/2） 

http://4epo.jp/information/events/17439.html 

 

■分散型エネルギーシステム普及・啓発セミナー Vol.1（2/4） 

http://4epo.jp/information/events/17220.html 

 

■大洲わくわく自然観察会（2/9） 

http://4epo.jp/information/events/17447.html 

 

■鹿野川湖オシドリ観察会（2/11） 

http://4epo.jp/information/events/17449.html 

 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/01/22/information-194/


■石鎚山系生物多様性保全推進シンポジウム（2/15） 

http://4epo.jp/information/events/17196.html 

 

■宇和島南楽園探鳥会（2/16） 

http://4epo.jp/information/events/17441.html 

 

■えひめ省エネセミナー（2/17） 

http://4epo.jp/information/events/17368.html 

 

■再生可能エネルギーセミナー（2/18） 

http://4epo.jp/information/events/17407.html 

 

■第 33 回サイエンスカフェえひめ 「身近で暮らすコケ」（2/18） 

http://4epo.jp/information/events/17452.html 

 

■宇和運動公園探鳥会（2/23） 

http://4epo.jp/information/events/17443.html 

 

■重信川中流探鳥会(2/24) 

http://4epo.jp/information/events/17445.html 

 

■愛媛県が、「愛顔の食べきりアイデアレシピ」審査会の開催結果についてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17163.html 

 

■愛媛県が、環境マイスターについてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17347.html 

 

 

【高知県】 

■こうち環境博 2020（2/1・2） 

http://4epo.jp/information/events/17281.html 

 

■自然体験＆森のようちえん（2/2） 

http://4epo.jp/information/events/17409.html 

 

■里山体験講座～炭焼き文化から暮らしを考える～（全 3 回）（2/8） 



http://4epo.jp/information/events/16941.html 

 

■タンポポ調査説明会（2/8） 

http://4epo.jp/information/events/17117.html 

 

■大月広葉樹学習会（2/8） 

http://4epo.jp/information/events/17325.html 

 

■【里山林体験事業 シリーズ シイタケをつくろう２】 ホダ木づくりと焼き芋（2/9） 

http://4epo.jp/information/events/17077.html 

 

■ドローン等を活用した森林管理手法（2/12） 

http://4epo.jp/information/events/17335.html 

 

■体験！発見！ジオパーク（歴史・文化編）（2/15～16） 

http://4epo.jp/information/events/17119.html 

 

■J-クレジット制度を活用したカーボン・オフセットイベント（2/16） 

http://4epo.jp/information/events/16895.html 

 

■令和元年度高知森林インストラクター養成講座（2/16） 

http://4epo.jp/information/events/15395.html 

 

■特用林産物で地域おこし 土佐備長炭編（2/17～21） 

http://4epo.jp/information/events/17218.html 

 

■キャリア講演会「持続可能な開発のための教育 ESD がわかる・伝える」（2/21） 

http://4epo.jp/information/events/17319.html 

 

■冬の野鳥観察会 2020（2/22・29） 

http://4epo.jp/information/events/17413.html 

 

■高知県立のいち動物公園文化祭（2/23） 

http://4epo.jp/information/events/17321.html 

 

 

http://4epo.jp/information/events/16895.html


【全国】 

■信州 ESD コンソーシアム成果発表＆交流会（長野県長野市・2/1） 

https://esdcenter.jp/study/shinshu_esd20200201/ 

 

■JICA 地球ひろば公開セミナー（東京都新宿区・2/2） 

https://esdcenter.jp/study/jica_seminar20200202/ 

 

■山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業を募集（～2/6） 

https://esdcenter.jp/2020/01/tohoku_0114/ 

 

■山川里海 情報交流会&グリーン連合シンポジウム ～つながり つむぐ 私たちの環境活動 み

んなの未来に向けて～（岐阜県・2/8） 

https://chubu.esdcenter.jp/2019/12/26/山川里海-情報交流会グリーン連合シンポジウム/ 

 

■2020 年度「子どもの安心・自信・自由を守る基金」の公募開始のお知らせ（新潟県・～2/10） 

https://www.nan-web.org/donation/safe-strong-free-fund/ 

 

■県南圏域環境交流フォーラム for SDGs（岩手県・2/12） 

https://esdcenter.jp/study/iwatekennan_forum20200212/ 

 

■福岡教育大学 ESD セミナー（2/16） 

https://kyushu.esdcenter.jp/2019/12/27/universityofteachereducationfukuoka-esdseminar/ 

 

■SDGs×ユース・ネットワーク・ミーティング 2020（岡山県・2/22） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/01/14/information-190/ 

 

■SDGs フォーラム in 岡山 2020＆おかやま協働のまちづくり賞表彰式（岡山県・2/23） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/01/14/information-189/ 

 

■「東京 2020 大会における市民による CO₂削減・吸収活動」取組団体募集 

http://4epo.jp/information/notice/16557.html 

 

■SDGs 探究 AWARDS2019（～2/5） 

https://esdcenter.jp/award/sdgstankyuaward2019/ 

 

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

HP：http://shikoku.esdcenter.jp/  

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

 

各県窓口  

 

四国 EPO 徳島サテライトデスク  

mailto:info@shikoku-esdcenter.jp
E-mail:info@shikoku-esdcenter.jp
http://shikoku.esdcenter.jp/


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  


