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【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.7.31（第 32 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/


＜うどんまるごと循環プロジェクト（香川）と SDGｓ＞  

うどんまるごと循環プロジェクトでは、バイオガス・プラント施設の見学受入れ（ちよだ製作所）、協

働でのエコツアー開催（プラント見学、うどん手打ち体験、バイオガス生成実験等）、小学校等での

出前教室や見学受入れ、バイオガス生成実験器具等の貸し出し、プロジェクト・イベント等の共同

企画実施や運営等を行うことで ESD の推進を支援しています。 

 

【詳しくはホームページをご覧ください】  

https://www.udon0510.com/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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 14「海の豊かさを守ろう」 

7 月 23 日は海の日でした。近年、海洋汚染は深刻化しており、このまま海洋汚染が続くとおよ

そ 30 年後には魚の数よりも海に流されるゴミの数の方が多くなるといった試算が出ています。 

今月からレジ袋の有料化が全国で始まり、各地ではプラスチックごみによる海洋汚染対策が図

られています。その他、海における沿岸部や河川敷のごみ拾いを行うだけでも、海洋汚染を防ぐ

効果が十分にあります。また、ビーチコーミングという、海岸などに打ち上げられた漂着物を収集

して加工し、標本や装飾にして楽しむ趣向も広がっています。 

NPO 法人瀬戸内オリーブ基金では、9 月 12、13 日に小豆島でスポーツごみ拾いを開催予定で

す。スポーツごみ拾いとは、ごみ拾いにレクリエーションの要素を取り入れて、楽しくごみ拾いをす

る活動です。ぜひ、ご参加ください。 

 

詳しくは以下の URL よりご覧ください。 

【瀬戸内オリーブ基金主催スポーツごみ拾い開催のお知らせ】 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/01/ 

 

【参照】 

■環境省 「海洋ごみをめぐる最近の動向」 

http://www.env.go.jp/water/marirne_litter/conf/02_02doukou.pdf 

 

https://www.udon0510.com/
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/01/
http://www.env.go.jp/water/marirne_litter/conf/02_02doukou.pdf


 

目標 14「海の豊かさを守ろう」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・7/2 徳島県 

【環境県民会議にレジ袋収益寄付 スーパー4 社】 

 

・6/16 徳島県 

【瀬戸内海環境保全推進ポスター、県内中学校教諭が第 1 席 海洋汚染の防止訴え】 

 

・12/8 徳島県徳島市（2019 年） 

【社会の課題解決に貢献、徳島市で「エシカル甲子園」】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

・7/4 香川県三豊市 

【海の魅力 発見しよう 三豊で体験イベント】 

 

・6/30 香川県 

【新たに 290 種追加へ レッドデータブック初改訂】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  

・6/6 愛媛県四国中央市 

【プラごみ削減に 耐水性・耐油性を加えた高密度厚紙を販売 大王製紙】 

 

・3/26 愛媛県 

【海洋対策など重点 プラ資源循環、県が戦略策定】 

 

・3/16 愛媛県伊予郡 

【石灰石が原料の「LIMEX」 明朗社 紙・プラに代わる新素材を提案】 

 

◇- 高知新聞 -◇ 

・7/17 高知県土佐清水市 

【SATOUMI 開館イベント多彩 7/18、19 土佐清水市】 

 

・7/1 高知県室戸市 

【定置網のカメからレジ袋、高知 「ごみ考える契機に」】 



 

・1/20 高知県高知市 

【多彩な海の幸おいしい！ 高知市で｢土佐のおさかなまつり｣盛況】 

 

・1/20 高知県室戸市 

【室戸世界ジオパークセンターで企画展｢ちきゅう×地球 3｣】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・7/1 全国 

【政府、小売店に義務付け レジ袋の有料化開始】 

 

・6/15 全国 

【「ビッくらポン」の容器を紙製に くら寿司、プラごみ削減へ】 

 

・5/23 全国 

【菓子包装、紙素材に商機 プラごみ削減へ開発強化】 

 

・5/19 全国 

【海洋プラ対策でモデル７地域選定 環境省、金沢市などで漁業者協力】 

 

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

 

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 14「海の豊かさを守ろう」〜  

 

■「海辺のカルテ」漂着物ワークブックこども用（一般社団法人 JEAN） 

漂着物を題材にさまざまなアクティビティを通して、ごみ問題や海の楽しさ、面白さを学ぶことがで

きます。小学校高学年以上のこどもたちが自分で読んで実践できるアクティビティを選んで編み直

しています。 

リンク：http://www.jean.jp/blog/2017/12/post-47.html 

 

■公益財団法人 日本ユニセフ協会 SDGs 副教材 

http://www.jean.jp/blog/2017/12/post-47.html


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

す。興味・関心がある課題や取り組み、解決策を考えたいと思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】 

■「森の学校」山で使える地図読み講座（8/1・29） 

https://4epo.jp/information/events/18996.html 

 

■【エコみらいとくしま】つっちー先生と一緒に今こそ学ぼう、深めよう！夏季環境学習講座！

（8/9・10） 

https://4epo.jp/information/events/18842.html 

 

■「森の学校」ブナ林をシカから守るぞ②（8/23） 

https://4epo.jp/information/events/18994.html 

 

■「社会教育人材」養成講習会を開催します！（8/29、9/19、10/24、11/21、12/19） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/07/ 

 

■四国のへそ 森林の楽校 2020～「三好の林業を知るコース」～（9/12～13）（徳島県） 

https://4epo.jp/information/notice/19017.html 

 

 

【香川県】 

■「ごみを減らそう！『3R』と『食品ロス』展」（6/30～8/2） 

https://4epo.jp/information/events/18803.html 

 

https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/
https://4epo.jp/information/events/18996.html
https://4epo.jp/information/events/18842.html
https://4epo.jp/information/events/18994.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/07/
https://4epo.jp/information/notice/19017.html
https://4epo.jp/information/events/18803.html


■（丸亀市会場）～生き物を見て・感じる～「まちかど生き物標本展」（8/3～28） 

https://4epo.jp/information/events/19056.html 

 

■かがわ里海大学「ウミホタル観察講座」（8/8） 

https://4epo.jp/information/events/18846.html 

 

■五色台体験教室 親子で体験 ところてん作り！（8/8） 

https://4epo.jp/information/events/18865.html 

 

■琴南の森 森林づくり（8/8） 

https://4epo.jp/information/events/18886.html 

 

■みどりの学校「かがわの森アンテナショップ」親子木工教室（8/8） 

https://4epo.jp/information/events/19113.html 

 

■第 1 回 SDGs カフェ@かがわ（8/22） 

https://4epo.jp/information/events/18798.html 

 

■みどりの学校・森林づくり体験＆ヒノキの森で工作（8/22） 

https://4epo.jp/information/events/18884.html 

 

■五色台体験教室 初秋の昆虫観察会 ～ヤスデやミミズもさがすよ～（9/5） 

https://4epo.jp/information/events/19120.html 

 

■瀬戸内オリーブ基金主催スポーツごみ拾い開催のお知らせ（9/12、13） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/01/ 

 

■香川県が、令和 2 年度 愛鳥週間ポスター原画コンクールの原画作品を募集（8/9～9/9） 

https://4epo.jp/information/notice/18689.html 

 

■香川県が、かがわ「里海」づくり絵日記コンテスト 2020 の作品を募集（8/21～9/18） 

https://4epo.jp/information/notice/18733.html 

 

■香川県が、「みどりの学校」第 2 四半期の開始をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18848.html 

 

https://4epo.jp/information/events/19056.html
https://4epo.jp/information/events/18846.html
https://4epo.jp/information/events/18865.html
https://4epo.jp/information/events/18886.html
https://4epo.jp/information/events/19113.html
https://4epo.jp/information/events/18798.html
https://4epo.jp/information/events/18884.html
https://4epo.jp/information/events/19120.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/01/
https://4epo.jp/information/notice/18689.html
https://4epo.jp/information/notice/18733.html
https://4epo.jp/information/notice/18848.html


 

【愛媛県】 

■ECCCA 体験型環境講座（8/11・8/14） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/06/29/ 

 

■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 

 

■愛媛県が、「愛顔の生きもの調査隊」隊員を募集（随時募集） 

https://4epo.jp/information/notice/18566.html 

 

■愛媛県が、「＃熱コレ（熱中症対策コレクション）」について お知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18876.html 

 

 

【高知県】 

■第 19 期里山自然体験教室（4 月～12 月） 

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

 

■展示館の中の小さな自然展（7/1～8/31） 

https://4epo.jp/information/events/18726.html 

 

■夏休み企画『おうちで木工！』（申込期間 7/10～8/10） 

https://4epo.jp/information/events/18830.html 

 

■土佐市に生息する動物展（7/18～8/30） 

https://4epo.jp/information/events/19034.html 

 

■お魚博士と行く柏島親子サマースクール 1（8/1～8/3） 

https://4epo.jp/information/events/19067.html 

 

■作品展「間伐材で作った動物たち」（8/1～16） 

https://4epo.jp/information/events/19115.html 

 

■企画展「帰ってきた きかくてん展」（8/1～9/22） 

https://4epo.jp/information/events/19117.html 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/06/29/
https://4epo.jp/information/notice/18156.html
https://4epo.jp/information/notice/18566.html
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https://4epo.jp/information/events/18726.html
https://4epo.jp/information/events/18830.html
https://4epo.jp/information/events/19034.html
https://4epo.jp/information/events/19067.html
https://4epo.jp/information/events/19115.html
https://4epo.jp/information/events/19117.html


■紙であそぼう！（8/9～8/10） 

https://4epo.jp/information/events/18970.html 

 

■横倉山の生きもの調べ（土の中の虫たち）（8/16） 

https://4epo.jp/information/events/19069.html 

 

■エコバッグ作りから広がる地球温暖化防止活動（～8/31） 

https://4epo.jp/information/notice/19107.html 

 

■竹細工講座・竹かご作り（9/4・11・18・25） 

https://4epo.jp/information/events/18828.html 

 

■自然観察路コンクール（6/1～9/30） 

https://4epo.jp/information/notice/18661.html 

 

■第 16 回環境フォト・コンテスト（7/1～9/30） 

https://4epo.jp/information/notice/18888.html 

 

■夜の動物園 のいち de ナイト（9/12・10/3） 

https://4epo.jp/information/events/19110.html 

 

■4 泊 5 日の農山村ボランティア「若葉のふるさと協力隊」in 高知県大川村（11/1～11/5） 

https://4epo.jp/information/notice/19099.html 

 

■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 

 

 

【四国】 

■新型コロナウイルスに伴う四国 ESD センターの対応について（7/1～） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/06/29/ 

 

■瀬戸内オリーブ基金助成金説明会開催（8/7） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/21/ 

 

https://4epo.jp/information/events/18970.html
https://4epo.jp/information/events/19069.html
https://4epo.jp/information/notice/19107.html
https://4epo.jp/information/events/18828.html
https://4epo.jp/information/notice/18661.html
https://4epo.jp/information/notice/18888.html
https://4epo.jp/information/events/19110.html
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■「四国の未来はここにある」冊子発行のお知らせ 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/01/ 

 

 

【全国】 

■よりそいホットライン 在日外国人支援スキルアップセミナー（8/1） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/21/ 

 

■未来をまもる子ども作文コンクール 2020（～9/11） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/14/ 

 

■公園・夢プラン大賞（～9/30） 

https://4epo.jp/information/notice/18627.html 

 

■自然観察路コンクール（6/1～9/30） 

https://4epo.jp/information/notice/18661.html 

 

■環境省が、～環境×高校生プロジェクト企画！第 2 弾！～ “環境大臣杯 全国高等学校 Re-

Style DANCE CUP！2020” 参加者を募集（～10/30） 

https://4epo.jp/information/notice/18930.html 

 

■生きものの名前がわからないときは「いきものログ」の『種名調べ支援』！（～11/30） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/01/ 

 

■環境省が、ガイドブック「『学びあう場』をデザインする～環境教育から学ぶ 10 のファシリテーシ

ョンスキル～」発行をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18878.html 

 

■環境省が、「みんなで減らそう レジ袋チャレンジ」キャンペーンの立ち上げをお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/18880.html 

 

■環境省が、秋の海ごみゼロウィークの開催をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19032.html 

 

■ブリヂストン BSmile 募金 2020 年度支援団体の募集（～8/7） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/07/ 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/01/
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■第 16 期ナショナル・トラスト活動助成（～8/21） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18556.html 

 

■第 30 回イオン環境活動助成（～8/31） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/07/ 

 

■TOYO TIRE グループ環境保護基金 2021 年度募集（～9/30） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/07/ 

 

■JT SDGs 貢献プロジェクト（通年） 

https://4epo.jp/information/subsidy/19050.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★

https://4epo.jp/information/subsidy/18556.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/07/
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/07/07/
https://4epo.jp/information/subsidy/19050.html


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/  

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

 

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/

