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【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.12.7（臨時号）  

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  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

① イベントのご案内 

「森里川海推進ネットワーク形成会合 2020 今、なぜローカル SDGｓが必要か。～暮らしを

支える森里川海から考える～」（12/13、12/20） 

 

地域において SDGsにどのように取り組み、活性化に結び付けるかを構想するとき、自然資

源が豊かな地域と都市部との循環の創出が大きな力になります。 

ローカル SDGsの意義と必要性、仕組み作りについて、自然資源豊かな現場とつながって考

えます。 

 

……………………………………………………………………………………………… 

■第 1回 高知県幡多地域の地域循環共生圏編  

日時：2020年 12月 13日（日）13：00～16：00 

会場：土佐清水市中央公民館 多目的ホール（高知県土佐清水市天神町 11-15） 

 

http://shikoku.esdcenter.jp/


◆基調講演 

「ローカル SDGs＝地域循環共生圏とは？」 

講師：上田(かみた)健二氏 環境省中国四国地方環境事務所長 

 

2015年に採択された SDGs。でも地方には関係ない、そう思ってませんか？疲弊する地域経

済、人口減少にあえぐ地域社会、そして異常気象や里山の荒廃。持続可能性の危機はまさに

地方にあります。ローカル SDGs＝地域循環共生圏は、そうした経済・社会・環境の課題の

同時解決を目指すビジョンです。地域の未来を、一緒に考えましょう。 

 

◆各県からの事例報告 

(高知・幡多地域) 

・土佐清水ジオパーク推進協議会 

・竜串の自然と共生した地域づくり協議会 

・特定非営利活動法人 NPO84プロジェクト 

(徳島) 

・かみかつ茅葺き学校 

(香川) 

・特定非営利活動法人アーキペラゴ 

(愛媛) 

・株式会社 地域法人 無茶々園 

 

◆意見交換 

 

……………………………………………………………………………………………… 

■第 2回 四国西予ジオパーク編  

日時：2020年 12月 20日（日）13：00～16：00 

会場：西予市宇和文化会館 中ホール（愛媛県西予市宇和町卯之町 3丁目 444） 

 

◆基調講演 

「ジオパークから考える環境・経済・社会」 

講師：新名阿津子氏 （伊豆半島ジオパーク推進協議会専任研究員） 

 

自然資源の保全保護と活用、環境に配慮した観光実践、大学と地域の連携、若年層や女性が

活躍できる場の創出、グリーン経済など、国内外のジオパークで行われる様々な活動事例を

紹介しながら持続可能な開発について考えます。 

 



◆各県からの事例報告 

(愛媛・西予市) 

・四国西予ジオパーク推進協議会 

・一般社団法人ノヤマカンパニー 

(徳島) 

・コウノトリ定着推進連絡協議会 

(香川) 

・横山昌太郎氏（森林インストラクター、博士（農学）） 

(高知) 

・株式会社 四万十ドラマ 

 

◆意見交換 

……………………………………………………………………………………………… 

【定 員】 

各回とも、会場参加 30名、Zoom参加 30名 

 

【締切】 

第 1回：12月 9日（水） 

第 2回：12月 16日（水） 

 

【主催】 

環境省四国環境パートナーシップオフィス（四国 EPO） 

 

【お問い合せ】 

環境省四国環境パートナーシップオフィス（四国 EPO） 

TEL：087-816-2232 FAX:087-823-5675 

メール：4epo◎4epo.jp（送信の際に◎を@に変えてください） 

 

【詳細】 

四国 ESDセンターホームページをご覧ください。 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/11/27/local-sdgs/ 

 

*********************************************************************** 

 

② 研修事業のご案内 

2020 年度環境ユース国内派遣研修（2021.1/23、2/8～2/13、2/27 または 3/6 の全 8 日間） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/11/27/local-sdgs/


 

この研修では、地球規模での環境保全活動に強い関心を持ち、地域課題の解決に資すること

を目的に、日本国内の環境保全活動に参加する意欲を有する学生を中心とした対象者を募

集します。 

 

本研修は、国内の環境保全活動の取組みを現場で学ぶ機会を通して、将来的に環境 NGO・NPO

に携わる人材を発掘・育成することを目指します。 

 

【日時・場所】 

※事前研修・本研修・事後報告会すべての参加が必須となります。 

 

■事前研修 

日時：2021年 1月 23 日（土）10:00～16:00（予定） 

場所：オンライン研修（Zoom開催） 

 

■本研修 

日程：2021年 2月 8 日（月）～2月 13日（土）の 6日間 

場所：香川県高松市内、愛媛県松山市内 

 

■事後報告会 

日時：2021年 2月 27 日（土）または 3月 6日（土）10:00～16:00（予定） 

場所：オンライン研修（Zoom開催） 

 

【主な訪問先】 

四国環境パートナーシップオフィス（四国 EPO） 

うどんまるごと循環コンソーシアム 

NPO法人アーキペラゴ 

NPO法人森からつづく道 

NPO法人えひめ 311 

NPO法人えひめグローバルネットワーク 

 

【対象】 

環境保全活動に関心を持つ 18歳～25歳の方（中国四国地方在住者） 

※高校生はご応募できません。 

 

【応募要項（一部抜粋）】 



18歳以上～25歳以下の方（高校生は不可、未成年者は保護者の同意が必要となります。） 

コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、中四国地方に居所していること。 

※他にも要件がございます。詳細については募集要項をご確認ください。 

 

【申込締切】 

2020年 12月 20日（日）16時 ※厳守 

 

【お問い合せ】 

特定非営利活動法人えひめグローバルネットワーク 

〒790-0803 愛媛県松山市東雲町 5-6 

電話：089-993-6271 

メール：wakuwaku◎egn.or.jp（送信の際に◎を@に変えてください） 

 

【詳細】 

四国 ESDセンターホームページをご覧ください。 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/02/youth-kokunaihaken2020/ 

 

■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。 

 

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

 

２．メルマガ・ホームページに情報を掲載したい方へ  

 

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

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/12/02/youth-kokunaihaken2020/
http://shikoku.esdcenter.jp/
https://www.facebook.com/shikokuEPO


 

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】：  

 

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

 

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

 

３．四国 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  

https://shikoku.esdcenter.jp/


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  


