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【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.3.19（第 28 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  （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 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 



 ＜株式会社平野薬局と SDGｓ＞ 

株式会社平野薬局のホームページには具体的な SDGs の取り組みが掲載されています。企業と

SDGs の関わり方がわかりやすく紹介されていますので、ぜひご覧ください。 

https://www.hirano-pharmacy.co.jp/about/sdgs.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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 10「人や国の不平等をなくそう」 

毎年、3 月 8 日は「国際女性デー」です。1908 年 3 月 8 日にニューヨークで、女性工場労働者

が給与・待遇の改善と参政権を求めるデモを始めたことがきっかけとなり、1977 年の国連総会で

正式に「女性の権利と国際平和を祝う日＝国際女性デー」が決議されました。 

近年、日本国内でも、この日にさまざまなイベントや企画が行われるようになりました。例えば

「WHITE RIBBON RUN」は、3 月 8 日国際女性デーに先駆け、世界中に参加を促すチャリティファ

ンラン大会です。四国でも徳島県と愛媛県で拠点エントリーされていましたが、今年は新型コロナ

ウイルスの影響により、世界中どこからでも自由に参加できるバーチャルランとして開催されまし

た。大会公式 T シャツを着て走り、エントリー費の半分はアフガニスタンやケニアの女性支援のた

めの寄付金となるそうです。 

 

【参照】  

■国際協力 NGO ジョイセフ（公益財団法人） 

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

 

 

目標 10「人や国の不平等をなくそう」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・3/6 徳島県 

【議会に女性を、政治とどう向き合うか】 

 

・3/6 徳島県 

【2018 年の出来事を振り返る 性差別今なお根強く】 



 

・3/6 徳島県 

【「＃Ku Too」女性社員のヒール靴の着用規定多くの企業に 健康被害表面化、見直し進まず】 

 

・3/2 徳島県 

【「2020 国際女性デー」平等社会実現へメディアが連携 徳島新聞などツイッターで発信】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

・1/15 香川県高松市 

【「多様性のある組織に」 政投銀部長、高松で講演】 

 

・12/4 香川県高松市 

【男女共同参画 理解深める 高松で講演会、220 人参加】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  

・3/9 愛媛県松山市 

【「相談場所の周知徹底必要」国際女性デー えひめ被害者支援センター】 

 

・3/8 愛媛県松山市 

【性暴力撲滅、もっと女性の政治参加を 松山でも「フラワーデモ」】 

 

・12/16 愛媛県松山市 

【農山漁村と都市 連携探る 松山でフォーラム】 

 

◇- 高知新聞 -◇ 

・3/14 高知県高知市 

【女性視点で環境整備 311 メディアネット（8）いのちと地域を守る 2020】 

 

・2/24 高知県 

【「女性地方議員」増えたもののまだ少ない】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・3/8 海外 

【国際女性デー、行進や集会開催 世界で「女性に平等、自由を」】 

 

・3/8 海外 



【「ジェンダー平等戦略」発表 EU、男女賃金差の是正策提示へ】 

 

・3/8 全国 

【30 道府県、政府目標届かず 教育現場の女性管理職、18％】 

 

・3/6 全国 

【マスコミ労組が調査 新聞各社の管理職、女性は７％】 

 

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

 

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 10「人や国の不平等をなくそう」〜  

 

■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。  

さまざま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/sdgs/sdgs.html#sdgs10 

 

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

 

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】 

■「森の学校」森の恵み 春の薬草料理体験（4/5） 

http://4epo.jp/information/events/17828.html 

 

■「森の学校」山で使える地図読み講座①②（4/11・4/25） 



http://4epo.jp/information/events/17838.html 

 

■ふろしき講習会（基本編）（4/16） 

http://4epo.jp/information/events/17766.html 

 

■地球環境を守る日フェスティバル（4/26） 

http://4epo.jp/information/events/17557.html 

 

■せとうち・鳴門「ゴミ箱になった海」再生化プロジェクト（～鳴門海岸・海洋ゴミ「0」清掃大作戦～）

（5/24） 

http://4epo.jp/information/notice/17856.html 

 

■徳島県が、徳島県気候変動適応センター設置をお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17869.html 

 

■とくしま県民活動プラザが、自然派志向 NATURAL＆NATURE ４月号についてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17894.html 

 

【香川県】 

■カードゲームで SDGs を体感しよう！in 高松（3/21、4/25） 

http://4epo.jp/information/events/17662.html 

 

■ふろしき講習会（基本編）（4/3） 

http://4epo.jp/information/events/17766.html 

 

■愛鳥週間ポスター原画作品展（5/9～5/17） 

http://4epo.jp/information/events/17899.html 

 

【愛媛県】 

■愛媛県が、エシカル消費（おもいやり消費）についてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17786.html 

 

■愛媛県が、地球温暖化対策についてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17840.html 

 

【高知県】 



■第 19 期里山自然体験教室（4 月～12 月） 

http://4epo.jp/information/events/17850.html 

 

■タケノコ掘りとタケノコご飯（4/4） 

http://4epo.jp/information/events/17875.html 

 

■鏡川 川の生きもの観察会（4/5） 

http://4epo.jp/information/events/17881.html 

 

■甫喜ヶ峰の森ガイドウォーク（4/5） 

http://4epo.jp/information/events/17954.html 

 

■【4 月講座中止】木と暮らしのモノづくり講座（4/8～6/10） 

http://4epo.jp/information/events/17957.html 

 

■【4 月開催中止】チェーンソー・端ころトーチ体験会（4/12・6/14） 

http://4epo.jp/information/events/17877.html 

 

■【4 月講座中止】木工クラフト指導者養成講座（4/12～8/2） 

http://4epo.jp/information/events/17959.html 

 

■ウミガメがやってくるビーチを守ろう ビーチクリーンアップ大作戦！（4/18・5/24・6/7） 

http://4epo.jp/information/events/17625.html 

 

■日本野鳥の会写真展「翼」～第２章～（4/25～5/24） 

http://4epo.jp/information/events/17952.html 

 

■高知県が、新エネルギー理解促進パンフレット作成をお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/17775.html 

 

■令和 2 年度森林ボランティアリーダー養成講座受講生募集 

http://4epo.jp/information/notice/17883.html 

 

【全国】 

■「ほっかいどう未来チャレンジ基金」第 4 期生を募集（締切 学生 4/17、その他 4/24） 

http://enavi-hokkaido.net/modules/publicly/index.php?page=article&storyid=3663 



 

■コミュニティアクション チャレンジ 100 アワード（～5/6） 

https://esdcenter.jp/award/cac100/ 

 

■海ごみゼロアワード（～5/13） 

https://esdcenter.jp/award/umigomi0award/ 

 

■第 6 回 SDGs 学生小論文アワード 募集（～6/15） 

https://sr-s-award.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：http://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  

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  


