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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/


＜一般社団法人そらの郷（徳島）と SDGｓ＞  

日本の原風景、世界農業遺産認定「急傾斜地農耕システム」のライフスタイルを背景に、ＳＤＧｓ

達成をテーマとした、持続可能な観光地域づくりを推進。日本版ＤＭＯとして、徳島県西部「にし阿

波～剣山・吉野川観光圏」の地域経営、観光戦略などをマネジメントしています。柱となる教育関

係の事業では、持続可能な社会づくりの担い手として必要な資質能力等を育成することを目的と

しています。※DMO：観光を通じて地域づくりを担う法人 

 

【詳しくはホームページをご覧ください】  

https://nishi-awa.jp/soranosato/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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 13「気候変動に具体的な対策を」 

国連は創設から 75 周年を迎えるにあたり、アンケートを実施しています。このアンケートは、気

候変動による環境問題や新型コロナウイルスの世界的な感染拡大など、グローバルな課題にどう

取り組むべきか、意見を募るものです。 

いくつかある質問の中に、「より長い目で見て、25 年後にあなたが望む世界を思い描く時、最も

実現してほしいと思うことを挙げてください」という問いがありました。選択肢は、環境や福祉、経

済、教育など SDGs 目標に沿ったもので、優先順位をつけることが難しく、非常に考えさせられる

問いでした。 

また、「グローバル・トレンドの中で、私たちの未来に最も大きな影響を及ぼすものは何だと思い

ますか？」の選択肢には、「気候変動と環境問題（汚染、森林破壊など）」が含まれており、気候変

動への対策の重要性が、世界レベルで認識されていることがわかります。 

世界が同じ危機に直面している今こそ、皆さんにも回答するプロセスを通して、世界の課題に

ついて考えてもらえたらと思います。 

 

【参照】 

国際連合広報センター 

https://www.unic.or.jp/  

 

https://nishi-awa.jp/soranosato/
https://www.unic.or.jp/


 

目標 13「気候変動に具体的な対策を」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・7/18 徳島県阿南市 

【気候変動・エネ不足の技術者養成へ 阿南高専が SDGs 授業 17 分野理解へ 5 年間で】 

 

・4/16 徳島県 

【気候変動理解深めて 県、絵本 100 冊製作】 

 

・3/20 徳島県 

【防災・環境分野、県と徳大が協定 人材育成や研究】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

・8/22 香川県高松市 

【災害時、情報体制を強化】 

 

・8/22 香川県高松市 

【温暖化防止へ意見交換 四国 4 県の大学生 オンラインで】 

 

・7/12 香川県さぬき市 

【身近な省エネ始めよう 県環境キャラバンが授業 温暖化の原因学ぶ】 

 

・5/22 香川県宇多津町 

【水害備え 7 寺社と協定 宇多津町、避難場所に】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  

・8/8 愛媛県松山市 

【愛媛経済同友会と県内３大学 人材育成や防災で協定】 

 

・6/10 愛媛県 

【愛媛県気候変動適応協議会 農林水産業従事者らに気候変動アンケート計画】 

 

・4/2 愛媛県 

【関係機関や市町と連携 温暖化分析、対応を研究 県が「適応センター」設置】 

 



◇- 高知新聞 -◇ 

・6/12 高知県高知市 

【兼松の高台新工場が起工 災害対策強化し生産性向上 高知市】 

 

・3/9 高知県幡多郡 

【柏島から環境問題考えて 黒潮実感センターがガイドブック作成】 

 

・2/16 高知県香美市 

【温暖化防止策で児童表彰 香美市、元環境次官の講演も】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・9/16 高知新聞 

【2030 年までの温暖化ガス排出半減へ数百万人動員の世界的 Countdown イベントを開催】 

 

・9/3 徳島新聞、四国新聞、愛媛新聞、高知新聞 

【コロナ下の温暖化対策確認 日本共催で閣僚級会合】 

 

・8/19 四国新聞、愛媛新聞、徳島新聞 

【バイオマス発電燃料用に森林確保 政府検討、再生エネの普及促進へ】 

 

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

 

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 13「気候変動に具体的な対策を」〜  

 

■DVD 教材：気候変動への挑戦～動き出した世界と日本～（全国地球温暖化防止活動推進セ

ンター（JCCCA）） 

地球温暖化の現状と将来予測、気候変動に挑むために行われている様々な適応や取組につい

てセクションごとに映像化されている DVD です。各セクションは環境省 YouTube チャンネルでも、

動画でご覧いただけます。 

リンク：https://www.jccca.org/tool/list_etc/list_etc01.html 

 

https://www.jccca.org/tool/list_etc/list_etc01.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】 

■社会教育人材養成講習会（10/24、11/21、12/19） 

https://4epo.jp/information/notice/18917.html 

 

■【全 5 回】森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国（10/10、11/21・22、12/6、1/17） 

https://4epo.jp/information/notice/19079.html 

 

■遊学の森「合同森づくり大会」②（10/4） 

https://4epo.jp/information/events/19252.html 

 

■徳島県が、自立・分散型電源モデル構築事業費補助金を公募（～10/15） 

https://4epo.jp/information/notice/19094.html 

 

■徳島県が、WEB サイト「SDGs × 徳島県 ～経済・社会・環境の調和のとれた徳島を次の世代

へ～」の開設をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19489.html 

 

 

【香川県】 

■（高松市会場）～ 生き物を見て・感じる ～「まちかど生き物標本展」（～10/11） 

https://4epo.jp/information/events/19409.html 

 

■【全 5 回】森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国（10/10、11/21・22、12/6、1/17） 

https://4epo.jp/information/notice/19079.html 

 

■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）（10/1～11/15） 

https://4epo.jp/information/events/19440.html 

 

https://4epo.jp/information/notice/18917.html
https://4epo.jp/information/notice/19079.html
https://4epo.jp/information/events/19252.html
https://4epo.jp/information/notice/19094.html
https://4epo.jp/information/notice/19489.html
https://4epo.jp/information/events/19409.html
https://4epo.jp/information/notice/19079.html
https://4epo.jp/information/events/19440.html


■香川県が、プラスチックごみモニタリング調査（10/3・4・11） 

https://4epo.jp/information/events/19463.html 

 

■～生き物を見て・触れる～「秋の川の生き物観察会」（10/4） 

https://4epo.jp/information/events/19289.html 

 

■大福院の森 森林づくり（10/6） 

https://4epo.jp/information/events/19506.html 

 

■琴南の森 JUON 講習（10/10） 

https://4epo.jp/information/events/19332.html 

 

■五色台体験教室「五色台の伝説・昔話」講演会！（10/10） 

https://4epo.jp/information/events/19428.html 

 

■里山プロジェクトあおば幼稚園（10/15） 

https://4epo.jp/information/events/19432.html 

 

■かがわの自然探検ウォーク（10/18） 

https://4epo.jp/information/events/19291.html 

 

■里山プロジェクト坂出市南部保育所（10/19） 

https://4epo.jp/information/events/19501.html 

 

■みどりの学校 森林づくり体験（10/31） 

https://4epo.jp/information/events/19326l.htm 

 

■五色台体験教室 作ろう！『どんぐりアート』（11/14） 

https://4epo.jp/information/events/19473.html 

 

■かがわ里海大学「里海ガイド養成講座（応用）」（12/12） 

https://4epo.jp/information/events/18807.html 

 

■香川県が、「ウミホタル」の情報を募集（～11/20） 

https://4epo.jp/information/notice/18812.html 
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■香川県が、「海辺の生き物」の調査報告を募集（～12/11） 

https://4epo.jp/information/notice/18774.html 

 

■香川県が、第 7 回県内一斉海ごみクリーン作戦「さぬ☆キラ」参加者募集についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19499.html 

 

■かがわ国際フェスタ 2020（10/11～11/10） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/09/11/kagawa-kokusai-fes2020/ 

 

 

【愛媛県】 

■自然観察会（10/18・11/14・12/6・2/27） 

https://4epo.jp/information/events/19189.html 

 

■食品ロス削減セミナー（10/1・15） 

https://4epo.jp/information/events/19487.html 

 

■えひめの環境の未来を考えるシンポジウム（10/3） 

https://4epo.jp/information/events/19426.html 

 

■みんなでビーチクリーン in 八幡浜大島（10/24） 

https://4epo.jp/information/events/19380.html 

 

■愛媛県が、3R（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間における使用済み天ぷら油等の回

収についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19328.html 

 

■愛媛県が、「つなげ！生物多様性高校生チャレンジシップ」の観覧者募集についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19471.html 

 

■愛媛県が、3R 体験 WEB ツアーの配信についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19533.html 

 

 

【高知県】 

■第 19 期里山自然体験教室（4 月～12 月） 

https://4epo.jp/information/notice/18774.html
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https://4epo.jp/information/events/17850.html 

 

■令和２年度高知森林インストラクター養成講座（10/25・11/29・1/17・2/28） 

https://4epo.jp/information/events/19038.html 

 

■秋の企画展 自慢の昆虫標本展（10/3～11/29） 

https://4epo.jp/information/events/19513.html 

 

■こうちフォレストスクール 2020・高知市会場（10/4） 

https://4epo.jp/information/events/19455.html 

 

■持続可能な山のくらしを考える SDGs セミナー（10/10） 

https://4epo.jp/information/events/19404.html 

 

■チェーンソー体験講座（10/11・11/8・12/13・1/10・2/14・3/14） 

https://4epo.jp/information/events/18966.html 

 

■高知県立林業大学校短期課程「建築材料としての土佐和紙」（10/13・14） 

https://4epo.jp/information/events/19504.html 

 

■高知県立林業大学校短期課程 「樹木医養成（入門編）」（10/14～16） 

https://4epo.jp/information/events/19511.html 

 

■第 10 回仁淀川一斉清掃（10/24） 

https://4epo.jp/information/events/19312.html 

 

■竹を切って使って 竹のジャングルジム（10/24） 

https://4epo.jp/information/events/19465.html 

 

■RAC 川の安全教室 in 仁淀川 2020 川という自然の理解講座（10/28） 

https://4epo.jp/information/events/19530.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 

 

■2 度目の四万十きこり塾（11/14～15） 
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https://4epo.jp/information/events/19453.html 

 

■みんなで、エコアクション！「マイバッグキャンペーン 2020」（10/1～11/30） 

https://4epo.jp/information/notice/19459.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】 

■【全 5 回】森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国（10/10、11/21・22、12/6、1/17） 

https://4epo.jp/information/notice/19079.html 

 

 

【全国】 

■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 

 

■日本自然保護大賞 2021 活動募集（～10/31） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/09/04/nacsj_award2021/ 

 

■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://4epo.jp/information/notice/18936.html 

 

■ワクワクする道へ！１年間の農山村ボランティア「緑のふるさと協力隊」参加者募集中！（～

12/22） 

https://4epo.jp/information/notice/19413.html 

 

■環境省が、オンラインシンポジウム「ローカルＳＤＧｓのデザイン～地域循環共生圏のつくり方～」

の開催についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19447.html 

 

■「第 6 回全国ユース環境活動発表大会」募集開始！ 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/09/15/6th_youth-eco/ 
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■環境省が、サステナウィークから始めましょう！未来につながるおかいものについてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19483.html 

 

■環境省が、環境大臣杯 全国高等学校 Re-Style DANCE CUP！エントリー受付についてお知ら

せ 

https://4epo.jp/information/notice/19485.html 

 

■環境省が、令和 2 年度 環境省＆TABETE “No-Foodloss!”Youth Action Project についてお知

らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19497.html 

 

■こくみん共済 coop 〈全労済〉 地域貢献助成（9/4～10/6） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/09/14/kokuminkyosai-coop-josei2020/ 

 

■第 16 回 TOTO 水環境基金（～10/18） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/08/26/16th_toto-mizu-fund/ 

 

■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】：  

 

https://4epo.jp/information/notice/19483.html
https://4epo.jp/information/notice/19485.html
https://4epo.jp/information/notice/19497.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/09/14/kokuminkyosai-coop-josei2020/
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/08/26/16th_toto-mizu-fund/
https://4epo.jp/information/subsidy/19050.html


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

 

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

 

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/  

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

 

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/

