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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2021.5.31（第 42 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。） 

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

 

<<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 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/


＜一般社団法人ノヤマカンパニー（愛媛県）と SDGs＞ 

野外での自由な遊びで、子どもの主体性を育む幼児教育「森のようちえんヒュッテ」や、人と自

然のより良い関係を考えるためのフィールドづくり「山の基地」、西予市内のビオトープでの保全活

動や自然観察会などの事業を展開しています。 

また、日本ジオパークに認定されている四国西予ジオパークの推進に携わり、地域の自然情報

の収集や学校教育の支援、行政と連携したイベントの開催などを行っています。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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」 

先日、香川県高松市で「かがわ里海づくり協議会」が開催されました。 

瀬戸内海の水質は年々きれいになっていますが、その反面、海水中の栄養塩濃度が低くなっ

ていることから、ノリの色落ちが発生しているという報告がありました。この対策として、ある地域で

は、下水処理施設で窒素濃度が高い栄養塩をノリの品質改善のために供給する実証実験が行わ

れているようです。しかし、海が汚れてしまうといった慎重な意見もあり、水質を守りながら、海の

豊かさを育むための試行錯誤は続きます。 

また、海の豊かさを守るため、私たちができる取組として、海ごみを減らすことが挙げられます。

今月から来月にかけて、全国一斉清掃キャンペーンなども開催されますので、ぜひ、みなさんも参

加・協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

環境省・日本財団 海洋ごみ対策共同プロジェクト 海ごみゼロウィーク（春・秋）及び海ごみゼロ

アワードの開催について 

https://www.env.go.jp/press/109352.html 

 

 

※SDGs 目標に関する新聞記事の見出しについては、昨今の著作権等の動向もあり、メールマガ

ジンへの掲載を中止しております。ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 

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

 

https://www.env.go.jp/press/109352.html


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」〜  

 

■SDGs を使って、社会を変える（地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）） 

環境省「持続可能な開発目標（SDGs）を活用した地域の環境課題と社会課題を同時解決するた

めの民間活動支援事業」から得られた、地域で統合的な課題解決を進める上での SDGs 活用の

ポイントをまとめています。 

リンク：http://www.geoc.jp/information/report/ 

 

■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組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組、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】 

■令和 3 年度アカウミガメ上陸・産卵調査講習会（6/5） 

https://4epo.jp/information/events/21986.html 

 

■徳島商工会議所エネルギー部会・とくしま水素ビジネス研究会共催セミナー（6/8） 

https://4epo.jp/information/events/21926.html 

 

■「森の学校」森づくりのための道具のお手入れ講座（6/27） 

https://4epo.jp/information/events/21814.html 

http://www.geoc.jp/information/report/
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/
https://4epo.jp/information/events/21986.html
https://4epo.jp/information/events/21926.html
https://4epo.jp/information/events/21814.html


 

■徳島県が、令和 3 年度海岸生物調査実施事業を募集（～6/1） 

https://4epo.jp/information/notice/21834.html 

 

■令和 4 年度「瀬戸内海環境保全推進」ポスター募集（～11/30） 

https://4epo.jp/information/notice/21958.html 

 

■徳島県が、燃料電池自動車（FCV）普及促進事業補助金の募集についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21748.html 

 

■徳島県が、自然エネルギー立県とくしま推進事業補助金（発電施設整備）の公募についてお知

らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21784.html 

 

■徳島県が、自然エネルギー立県とくしま推進事業補助金（発電施設導入可能性調査）の公募に

ついてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21786.html 

 

■徳島県が、“ポロロ”とキックオフ！徳島夏のエコスタイルについてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21804.html 

 

■徳島県が、とくしま省エネサイト（夏編）についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21806.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/21884.html 

 

 

【香川県】 

■「海を守り育てよう＆さぬきっ子環境スタディ」展（5/18～6/27） 

https://4epo.jp/information/events/21812.html 

 

■第 55 回自然エネルギー100％社会学習会（6/8） 

https://4epo.jp/information/notice/21928.html 

 

■かがわ里海大学「里海ガイド養成講座（入門）」（6/12・13） 

https://4epo.jp/information/notice/21834.html
https://4epo.jp/information/notice/21958.html
https://4epo.jp/information/notice/21748.html
https://4epo.jp/information/notice/21784.html
https://4epo.jp/information/notice/21786.html
https://4epo.jp/information/notice/21804.html
https://4epo.jp/information/notice/21806.html
https://4epo.jp/information/notice/21884.html
https://4epo.jp/information/events/21812.html
https://4epo.jp/information/notice/21928.html


https://4epo.jp/information/events/21647.html 

 

■琴南の森・森林づくり（6/12） 

https://4epo.jp/information/events/21828.html 

 

■2021 年度 国営讃岐まんのう公園 インタープリター・ボランティア養成講座（6/26、7/23、7/30、

9/23、10/10、11 月、12/4、1/23、3/5・6） 

https://4epo.jp/information/notice/21556.html 

 

■みどりの学校・楽しいチェンソーの手入れ（6/27） 

https://4epo.jp/information/events/21824.html 

 

■かがわ里海大学「親子で体験!!プールでライフジャケット着て泳ごう教室」（6/27） 

https://4epo.jp/information/events/21974.html 

 

■かがわ里海大学「海の生き物観察講座～磯の生き物編」（7/10）・「ウミホタル観察会を開くため

の講座」（7/3） 

https://4epo.jp/information/events/21862.html 

 

 

【愛媛県】 

■愛媛県が、愛媛県事業系食品ロス削減トライアル補助事業を募集（～5/31） 

https://4epo.jp/information/notice/21816.html 

 

■愛媛県が、令和 3 年度愛媛県資源循環優良モデルを募集（～8/31） 

https://4epo.jp/information/notice/21818.html 

 

■「クールビズ四国、ウォームビズ四国」キャンペーンのお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21744.html 

 

 

【高知県】 

■甫喜ヶ峰森林公園で 森あそび（4/18～R4.2/6） 

https://4epo.jp/information/events/21373.html 

 

■四万十川大人塾 2021「川漁」（5/1～12/1） 

https://4epo.jp/information/events/21647.html
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https://4epo.jp/information/events/21221.html 

 

■いの町紙の博物館 ワークショップ（6/12・7/17・8/7・9/11・10/9） 

https://4epo.jp/information/events/21539.html 

 

■歴史講座 第 1 回「仁淀川流域の歴史～平安から戦国時代を中心に～」（6/12） 

https://4epo.jp/information/events/21988.html 

 

■地域展 仁淀川～流域の歴史と文化～（6/19～9/5） 

https://4epo.jp/information/events/21982.html 

 

■「はしごくだり」をつくろう！（6/20） 

https://4epo.jp/information/events/21893.html 

 

■木工初心者のための木のおもちゃづくり講座（7/2～7/23 毎週金曜） 

https://4epo.jp/information/events/21895.html 

 

■室戸ユネスコ世界ジオパークガイドを目指す人のための入門講座（7/5～7/11） 

https://4epo.jp/information/events/21980.html 

 

■本気で作るミニツリーハウス（7/11） 

https://4epo.jp/information/events/21984.html 

 

■あなたの作品がオリジナル フレーム切手に！室戸ジオパークフォトコンテスト（～5/31） 

https://4epo.jp/information/notice/21645.html 

 

■第 33 回Ｔシャツアート展 作品募集！（～7/5） 

https://4epo.jp/information/notice/21832.html 

 

■第 30 回のいち動物公園写真コンテスト作品募集（～7/31） 

https://4epo.jp/information/notice/21830.html 

 

■高知県が、カジカガエルを探せ！～仁淀川いきもの調査 2021～についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21800.html 

 

■高知県が、令和 3 年度 高知県地球温暖化防止活動推進員の募集についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/events/21221.html
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https://4epo.jp/information/notice/21820.html 

 

■高知県庁環境マネジメントシステムについてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21956.html 

 

■高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助事業（一般事業の 2 次募集）についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21994.html 

 

 

【四国】 

■四国経済産業局が、令和 3 年度「四国地域エネルギー・温暖化対策推進会議における支援プ

ロジェクト」を募集（～7/16） 

https://4epo.jp/information/notice/21878.html 

 

■「クールビズ四国、ウォームビズ四国」キャンペーンのお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21744.html 

 

■四国経済産業局が、水素関連プロジェクトの公募開始をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21953.html 

 

 

【中四国】 

■地方環境事務所四国事務所が、令和 3 年度 8 月採用 生態系保全等専門員を募集（～6/23） 

https://4epo.jp/information/notice/21996.html 

 

■中国四国地方環境事務所が、宮島地区パークボランティアと行く「宮島再発見！”世界文化遺

産貢献の森林”」の開催についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21802.html 

 

 

【全国】 

■オンラインセミナー 第 3 回「プラスチックごみ問題と SDGs/ESD」（6/26） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/05/11/esd-j_onlineseminar03/ 

 

■第 77・78・79 基目 そらべあスマイルプロジェクト（5/17～8/6） 

https://4epo.jp/information/notice/21889.html 

https://4epo.jp/information/notice/21820.html
https://4epo.jp/information/notice/21956.html
https://4epo.jp/information/notice/21994.html
https://4epo.jp/information/notice/21878.html
https://4epo.jp/information/notice/21744.html
https://4epo.jp/information/notice/21953.html
https://4epo.jp/information/notice/21996.html
https://4epo.jp/information/notice/21802.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2021/05/11/esd-j_onlineseminar03/
https://4epo.jp/information/notice/21889.html


 

■水環境文化賞（～10/5） 

https://4epo.jp/information/notice/21760.html 

 

■【募集】水環境文化賞児童・生徒の部 みじん子賞（～10/5） 

https://4epo.jp/information/notice/21765.html 

 

■令和 4 年度「瀬戸内海環境保全推進」ポスター募集（～11/30） 

https://4epo.jp/information/notice/21958.html 

 

■環境省が、令和 3 年度 クールビズについてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21721.html 

 

■環境省が、令和 3 年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画コンクールの実施についてお知

らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21746.html 

 

■水生生物調査法に関する冊子等頒布（全国） 

https://4epo.jp/information/notice/21770.html 

 

■環境省が、我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの発生量の推計値（平成 30 年度）の公表に

ついてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21855.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』！ 

https://4epo.jp/information/notice/21905.html 

 

■環境省が、令和 3 年度瀬戸内海環境保全推進ポスターの決定についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/21976.html 

 

■JT SDGs 貢献プロジェクト（通年） 

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

 

■B&G 海洋クラブ団体募集(5/31 必着) 

https://4epo.jp/information/subsidy/21723.html 

 

https://4epo.jp/information/notice/21760.html
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https://4epo.jp/information/notice/21958.html
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■第 41 回緑の都市賞（～6/30） 

https://4epo.jp/information/subsidy/21678.html 

 

■第 32 回緑の環境プラン大賞（～6/30） 

https://4epo.jp/information/subsidy/21676.html 

 

■公益信託 大成建設自然・歴史環境基金  2021 年度助成金（～7/30） 

https://4epo.jp/information/subsidy/21846.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。   

 

https://4epo.jp/information/subsidy/21678.html
https://4epo.jp/information/subsidy/21676.html
https://4epo.jp/information/subsidy/21846.html


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

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/

