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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.5.22（第 30 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  

 

■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 

http://shikoku.esdcenter.jp/


＜株式会社ハレルヤ（徳島）と SDGｓ＞  

株式会社ハレルヤ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 の関わり方が紹介されていますので、ぜひご覧ください。  

https://www.hallelujah-sweets.com/hask.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 2「飢餓をゼロに」 

5 月 14 日、新型コロナウイルスの感染拡大防止による「緊急事態宣言」が 8 都道府県を除く、

39 県で解除されました。 

日本では食事を満足に食べられず、相対的貧困状態にある子どもたちの存在が注目されるよ

うになりました。その流れを受け、「子ども食堂」の運営が四国でも広がっています。子ども食堂と

は、地域住民や自治体が主体となり、無料または低価格帯で子どもたちに食事を提供するコミュ

ニティの場です。帰りが遅い会社員や家事をする時間のない家族などが集まって食事をとることも

可能です。香川県高松市内では、支援補助制度の後押しもあり、現在 14 箇所にまで拡がってい

ます。 

新型コロナウイルス感染症の影響で、一時はサービスを中断するところもありましたが、少しず

つ再開する動きも出てきています。「誰ひとり取り残さない」取り組みが、一日も早く正常化するこ

とが期待されます。 

 

 

目標 2「飢餓をゼロに」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・5/6 徳島県徳島市 

【県民の善意が隠し味 カレー弁当、徳島市で無料配布 NPO 法人クレエール】 

 

・5/3 徳島県徳島市 

【食料支援高齢者ら感謝 徳島市 慈善団体、論田で配布】 

 

・5/1 徳島県徳島市 

https://www.hallelujah-sweets.com/hask.html


【食料提供他地域でも 徳島市昭和地区の住民団体、困窮世帯を支援】 

 

・4/10 徳島県鳴門市 

【食品ロス削減へ店頭広告 鳴門市、見切り品購入促す】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

・4/17 香川県三豊市 

【無料で児童にうどん提供 三豊の NPO 法人】 

 

・12/1 香川県高松市 （2019 年） 

【県産の野菜や果物が一堂に 県農協、高松でフェスタ】 

 

・9/6 香川県高松市 （2019 年） 

【SDGs 県内企業に浸透 環境保全/子ども貧困対策 社会貢献目指す】 

 

・7/23 香川県坂出市 （2019 年） 

【期間限定子ども食堂 坂出 100 円でうどんと小鉢】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  

・4/20 愛媛県八幡浜市 

【生活困窮者や事業者への支援策、早急に 八幡浜市議会が市に提言】 

 

・3/25 愛媛県松山市 

【包装フィルム順次変更 一六タルト、食べ頃長く 食品ロス 年間半分に】 

 

・3/7 愛媛県松山市 

【新型コロナ拡大 臨時休校 給食用野菜、無料で配布 ＪＡ松山市】 

 

・2/17 愛媛県松山市 

【食べ残しや余った食材活用 県アイデア料理コンテスト 松山で表彰式】 

 

◇- 高知新聞 -◇ 

・5/21 高知県南国市 

【困窮の高知大生に食料配布 教職員組合が米や野菜提供】 

 

・4/16 高知県高知市 



【フードバンク高知に食料提供の相談急増 新型コロナ影響 支援増え寄付募る】 

 

・3/9 高知県 

【家庭の余剰食品を福祉施設に寄付 高知県内のカーブス各店】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・4/24 全国 

【牛乳の行き場、八方ふさがり 生産ピークで大量廃棄の危機】 

 

・4/14 全国 

【12 年度以降で最少 食品ロス、17 年度 612 万トン】 

 

・4/11 海外 

【WHO、感染拡大で食料危機懸念 物流寸断や輸出規制に警告】 

 

・1/19 全国 

【フードバンク支援強化 農水省、企業と運営団体橋渡し】 

 

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

 

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 2「飢餓をゼロに」〜  

 

■特定非営利活動法人 ハンガー・フリー・ワールド（HFW） ダウンロード教材 

日本全国で私たちの暮らしや食生活と飢餓とのつながりを伝え、解決するために考え、行動を促

すための活動をしています。学校の授業やイベントなどさまざまな機会に、みなさんも一緒に広め

ませんか？ 

ダウンロードして活用してくださった方は、HFW までぜひご報告ください。 

リンク：https://www.hungerfree.net/whatyoucan/study/download/ 

 

■公益財団法人 日本ユニセフ協会 SDGs 副教材 

SDGs の 17 の目標にかかわる国内外のさまざまな課題や取り組みをトピックとして紹介していま

https://www.hungerfree.net/whatyoucan/study/download/


す。興味・関心がある課題や取り組み、解決策を考えたいとおもった目標を入り口にして、「これか

らの社会を、持続可能でより良いものとするためにはどうしたらよいか」を一緒に考えてみません

か？ 

リンク：https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/ 

 

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

 

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】 

■徳島県が、徳島県環境学習実践モデル事業を募集（～7/3） 

https://4epo.jp/information/notice/18233.html 

 

■せとうち・鳴門「ゴミ箱になった海」再生化プロジェクト（7/12） 

https://4epo.jp/information/events/18014.html 

 

■とくしま県民活動プラザが、自然派志向 NATURAL＆NATURE 6 月号についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18519.html 

 

■徳島県が、第 20 回ごみゼロキャンペーンの実施についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18543.html 

 

 

【香川県】 

■香川県立図書館で『海を守り育てよう＆さぬきっ子環境スタディ』展（5/26～6/28） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/05/21/『海を守り育てよう%ef%bc%86 さぬきっ子環境スタディ』/ 

 

■大福院の森 森林づくり（6/2） 

https://4epo.jp/information/events/18527.html 

 

■琴南の森 森林づくり（6/13） 

https://4epo.jp/information/events/18488.html 

https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/
https://4epo.jp/information/notice/18233.html
https://4epo.jp/information/events/18014.html
https://4epo.jp/information/notice/18519.html
https://4epo.jp/information/notice/18543.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/05/21/『海を守り育てよう%ef%bc%86さぬきっ子環境スタディ』/
https://4epo.jp/information/events/18527.html
https://4epo.jp/information/events/18488.html


 

■五色台体験教室「森の生き物」観察会 土や水の中の小さな生き物をさがそう！（6/13） 

https://4epo.jp/information/events/18490.html 

 

■（高松市会場）～ 生き物を見て・感じる ～「まちかど生き物標本展」（6/20～7/12） 

https://4epo.jp/information/events/18533.html 

 

■みどりの学校／ロープワークに挑戦第 2 回（6/27） 

https://4epo.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/18494.html 

 

 

【愛媛県】 

■愛媛県が、「令和 2 年度 EHIME COOL CHOICE AWARD」の取り組みを募集（6/1～8/31） 

https://4epo.jp/information/notice/18156.html 

 

■ツバメ情報募集中！（～7 月末まで） 

https://4epo.jp/information/notice/18478.html 

 

■愛媛県が、レジ袋の有料化についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18497.html 

 

■愛媛県が、四国のみち（四国自然歩道）についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18535.html 

 

 

【高知県】 

■令和 2 年度高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金（一般事業～4/30）（ステップアップ

事業～12/28） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18127.html 

 

■第 19 期里山自然体験教室（4 月～12 月） 

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

 

■春のつきみやま写真展（作品募集は 4/1～5/26）（5/28～6/14） 

https://4epo.jp/information/events/18000.html 
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■【変更】木と暮らしのモノづくり講座（6/10～7/8） 

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

 

■チェーンソー・端ころトーチ体験会（6/14） 

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

 

■【変更】木工クラフト指導者養成講座（6/14～8/2） 

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

 

■こどもエコクラブ 令和 2 年度 新規登録募集についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18502.html 

 

■第 29 回のいち動物公園写真コンテスト作品募集（6/1～7/31） 

https://4epo.jp/information/notice/18506.html 

 

 

【全国】 

■令和 2 年度子どもゆめ基金助成金（令和元年 10/1～11/26・令和 2 年 5/1～6/30） 

https://4epo.jp/information/subsidy/16172.html 

 

■第 73 基そらべあスマイルプロジェクト公募（～6/1） 

https://4epo.jp/information/notice/18339.html 

 

■2020 年度「トヨタ環境活動助成プログラム」（～6/4） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18096.html 

 

■エフピコ環境基金 （～6/30） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18098.html 

 

■第 31 回緑の環境プラン大賞（～6/30） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18203.html 

 

■第 40 回緑の都市賞（～6/30） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18207.html 

 

■【募集中】ESD 岡山アワード 2020！（～7/31） 

https://4epo.jp/information/events/17957.html
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https://esdcenter.jp/2020/05/【募集中】esd 岡山アワード 2020%ef%bc%81%ef%bc%882020 年 7 月

31 日まで%ef%bc%89/ 

 

■環境省が、第 15 回「みどり香るまちづくり」企画コンテストの実施についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18521.html 

 

 

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

 

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 

https://esdcenter.jp/2020/05/【募集中】esd岡山アワード2020%ef%bc%81%ef%bc%882020年7月31日まで%ef%bc%89/
https://esdcenter.jp/2020/05/【募集中】esd岡山アワード2020%ef%bc%81%ef%bc%882020年7月31日まで%ef%bc%89/
https://4epo.jp/information/notice/18521.html


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  

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  

https://shikoku.esdcenter.jp/

