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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2021.7.30（第 44 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  

https://shikoku.esdcenter.jp/
https://shikoku.esdcenter.jp/
https://www.facebook.com/shikokuEPO


＜善通寺こどもエコクラブ（香川県）と SDGs＞  

森里川海をつなぐ保全活動として、筆ノ山「絆の森」において「森の学校」を運営しています。「香

川県の水生生物調査」「星座観察」「海辺の保全活動」「樹木医と歩く樹木調査」など、里山保全の

方法を学び、ESD 活動においては、「香川 ESD まつり」を「善通寺五岳の里」市民集いの丘公園で

開催し、香川県内の環境団体等による地域人材の緩やかなネットワーク構築を推進する交流会

を開催しています。また、ESD 環境教育プログラム等で、地域・学校との提携活動を推進していま

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 12「つくる責任つかう責任」  

 

7 月 12 日に四国 ESD バーチャル大学(ESDVU)第 3 回勉強会「衣類から考えよう！SDGs」を開催

しました。「衣食住」の「衣」をテーマとし、（有）田代商店の森様より衣類のリサイクルについてお話

を聞いた後、参加者で意見交換をしました。  

「分ければ資源、混ぜればごみ」の標語にもあるように、ごみの分別回収と資源リサイクルが進め

られていますが、衣類の資源回収はわずか 20％に留まっているそうです。一方、資源回収された

衣類はほぼ 100％リサイクルされるとのこと。つまり、「つかう人」が衣類を使った後、どのように分

けるかが、ごみになるか、資源としてリサイクルできるかの分かれ道となるのです。  

毎日お世話になっている私たちの衣服。「つかう責任」を意識しながら、私たちが今できる行動に

反映させていきたいものです。  

 

次回の四国 ESD バーチャル大学は、第 4 回勉強会として『「食」から考えよう！SDGs』をテーマに

開催します。ぜひ、ご参加ください。  

 

【ご案内】  

【四国 ESD バーチャル大学(ESDVU) 第 4 回勉強会】 「食」から考えよう！SDGs    

2021 年 8 月 10 日（火）15:00～16:30 開催  

https://shikoku.esdcenter.jp/hot_topics/foods_sdgs/  

 

https://shikoku.esdcenter.jp/hot_topics/foods_sdgs/


※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。  

 

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

 

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 12「つくる責任つかう責任」〜  

 

■【環境教育教材】デジタル紙芝居～物を大切に、みんなでリサイクル！～（長岡京市）  

長岡京市と大阪成蹊大学の官学連携事業として、芸術学部の生徒のみなさんが、環境教育教材

のデジタル紙芝居を制作しました。物を大切にする気持ちやリサイクルについて、子どもたちにも

わかりやすく伝える内容となっています。  

リンク：https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/vod/0000004643.html  

 

■中学生・高校生と市民のための環境リサイクル学習ホームページ（一般社団法人 産業環境管

理協会資源・リサイクル促進センター）  

「資源を廃棄物にしない。もし廃棄物になったら、それを使って新しい価値を生み出す。しかも地球

の持続可能性を考えて」そんな資源循環の未来を発明していくあなたの学びを専門家の皆さんと

ともに応援するサイトです。  

リンク：http://www.cjc.or.jp/school/  

 

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

 

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】  

■【エコみらいとくしま】夏の里山を歩こう♬（8/22）  

https://4epo.jp/information/events/22231.html  

https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/vod/0000004643.html
http://www.cjc.or.jp/school/
https://4epo.jp/information/events/22231.html


 

■エコみらいとくしま【「森を食らうシカ」とどうつきあうのか！？】（8/27）  

https://4epo.jp/information/events/22539.html  

 

■徳島県が、令和 3 年度「浄化槽の日」ポスターコンクールの作品を募集（～9/6）  

https://4epo.jp/information/notice/22132.html  

 

■[令和 3 年度 NPO 強化事業] NPO に講師を派遣します！！  

http://plaza-tokushima.com/npo%e5%bc%b7%e5%8c%96%e4%ba%8b%e6%a5%ad/  

 

【香川県】  

■高松市まちづくり学校 地域づくりチャレンジ塾 2021（8/7～）  

http://www.takamatsu-machidukuri.com/news/entry-133.html  

 

■今、子どもの食と健康が危ない！！～一歩先行く沖縄からの警告～（9/5）  

https://www.flat-takamatsu.net/bcs/info5577.html  

 

■第 57 回自然エネルギー100％社会学習会（8/10）  

https://4epo.jp/information/notice/22496.html  

 

■＼Go To 脱炭素セミナー香川県／脱炭素目標を定め、今後の市民活動のあり方を探りだそ

う！（8/20）  

https://4epo.jp/information/notice/22501.html  

 

 

【愛媛県】  

■【生理用品の無償提供】生活に不安を抱える女性を支援するため生理用品を無償で配布  

https://www.coms.or.jp/coms/  

 

■「つなげ！生物多様性高校生チャレンジシップ」（8/21）  

https://4epo.jp/information/events/22468.html  

 

■令和 3 年度身の回りの放射線測定体験教室（8/1・8/21）  

https://4epo.jp/information/events/22165.html  

 

■愛媛県が、地球温暖化対策川柳「おんたい川柳」を募集（7/1～8/31）  

https://4epo.jp/information/events/22539.html
https://4epo.jp/information/notice/22132.html
http://plaza-tokushima.com/npo%e5%bc%b7%e5%8c%96%e4%ba%8b%e6%a5%ad/
http://www.takamatsu-machidukuri.com/news/entry-133.html
https://www.flat-takamatsu.net/bcs/info5577.html
https://4epo.jp/information/notice/22496.html
https://4epo.jp/information/notice/22501.html
https://www.coms.or.jp/coms/
https://4epo.jp/information/events/22468.html
https://4epo.jp/information/events/22165.html


https://4epo.jp/information/notice/22280.html  

 

【高知県】  

■四万十町 SDGs ツーリズムセミナー～自分ゴトで考える SDGs～（8/1・8/7）  

https://4epo.jp/information/events/22225.html  

 

■学生地球温暖化防止活動推進員「四国エコサミット」（9/2）  

https://4epo.jp/information/events/22492.html  

 

■第 27 回潮風のキルト展 作品募集（9/1～10/10）  

https://4epo.jp/information/notice/22505.html  

 

■ジェンダーカフェ  

https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1628  

 

【中四国】  

■せとうち大集合（6/23～8/1）  

https://4epo.jp/information/events/22282.html  

 

■中国四国地方環境事務所が、環境省アクティブ・レンジャーを募集（～8/10）  

https://4epo.jp/information/notice/22454.html  

 

【四国・関西地方】  

■「子どもの笑顔はぐくみプログラム」助成事業  

https://shikoku.esdcenter.jp/2021/07/20/203/  

 

【全国】  

■中高生キャリア支援プログラム「私のコンパス」オンライン開催（8/16）  

https://www.goipeace.or.jp/news/20210702/  

 

■【参加者募集】オンラインセミナー 第 5 回「ESD×持続可能な消費と生産」  

https://www.esd-j.org/news/6461  

 

■令和 3 年度食品ロス削減推進大賞（～8/20）  

https://4epo.jp/information/notice/22522.html  

 

https://4epo.jp/information/notice/22280.html
https://4epo.jp/information/events/22225.html
https://4epo.jp/information/events/22492.html
https://4epo.jp/information/notice/22505.html
https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1628
https://4epo.jp/information/events/22282.html
https://4epo.jp/information/notice/22454.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2021/07/20/203/
https://www.goipeace.or.jp/news/20210702/
https://www.esd-j.org/news/6461
https://4epo.jp/information/notice/22522.html


■2021 年度持続可能な社会づくり活動表彰（～8/31）  

https://4epo.jp/information/notice/22510.html  

 

■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★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://4epo.jp/information/notice/22510.html
https://4epo.jp/information/subsidy/19050.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/

