
---------------------------------------------------------------------  
 
【 四国 ESD センターメールマガジン 】2021.8.31（第 45 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  
 
★おしらせ★  

新型コロナウイルス感染拡大防止における四国 ESD センターの対応について 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、四国 ESD センターでは 2021 年 9 月 12 日までの

期間、下記の形で運用を行ってまいります。 

 

・ミーティングスペースの貸出停止 

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


・四国 ESD センターならびに四国 EPO、各県サテライトデスクでの対応については、スタッフが在

宅勤務の場合がございますので、事前にお問い合わせください。 

 

・図書や資料貸出など、来所を希望される方（高松・松山）は事前にご連絡いただいた上で、マス

クを着用の上、お越しくださいますようお願いいたします。その際に、入口での窓口対応となります

こと、予めご了承ください。 

 

・お問い合わせ・相談等は、通常通り電話やメールで受け付けています。 

（開所日や問い合わせ先は、下記リンクをご参照ください。） 

ホーム ＞ 当センターについて  利用案内・アクセス 

https://shikoku.esdcenter.jp/aboutus/ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

２．今月の SDGs  

 

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

 

毎月 SDGs に関係する情報をお届けします。  

 

＜＜今回のコラムはインターンとして参加した高知工科大学の学生さんに書いて頂きました。ぜ

ひご覧ください。＞＞ 

 

今月のテーマ：目標 3「健康と福祉」  
8 月 10 日、四国 ESD バーチャル大学第 4 回勉強会「食」から考えよう！SDGs に参加しました。皆

さんは「自然栽培」をご存知でしょうか？無農薬・無肥料で安全に行うことができる栽培方法です。

農福連携自然栽培パーティー顧問、佐伯康人さんの講演では、自然栽培を福祉施設と連携して

行うことで障がい者の工賃アップや子どもの貧困など、地域の課題を解決していく「農福連携」に

ついてお話を聞きました。南アフリカ、ローズ大学名誉教授ロブ・オドノヒュー先生の講演において

は、南アフリカでの ESD の取り組みや評価基準について学び、持続可能な未来に向けた健康的

なライフスタイルと食の安全の実現について考えることができました。｢食｣に対する考え方を学ん

だことで、自然栽培で作られた野菜を積極的に購入するなどの選択を行うことが農家や地方の応

援に繋がることが分かりました。皆が安全な食品を食べられるように私たちで行動し、持続可能な

未来をつくっていきましょう。 
 



次回の四国 ESD バーチャル大学は、第 5 回勉強会として『四国 ESD 実践事例紹介』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 5 回勉強会】 四国 ESD 実践事例紹介    
2021 年 9 月 25 日（土）13:00～15:00 開催  
https://shikoku.esdcenter.jp/hot_topics/shikokuvuesd_5th/ 

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

 

＜＜今回のおすすめ ESD 教材はインターンとして参加した高知工科大学の学生さんに選んで頂

きました。ぜひご覧ください。＞＞ 

 
〜目標 3「健康と福祉」〜  
 
■映像教材「目標 3 のポイント」（Edu Town SDGs） 

目標 3 のポイントが簡単にまとめられている動画、それについてサイトで説明や実際の取り組み

が学べる教材です。 

リンク： https://sdgs.edutown.jp/info/goals/goals-3.html 

 
■福祉教育 ～ともに生きる～（社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会） 

福祉について理解・関心を深め実践していく手引きです。学校の総合的な学習の時間や各地域で

実施される各種研修会等で活用できます。 
リンク：http://www.tottori-wel.or.jp/p/hukushi/we_top/we/14/ 
 
★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 
４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など  
 

https://shikoku.esdcenter.jp/hot_topics/shikokuvuesd_5th/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★  
 
＜イベント・募集・お知らせ＞  

 
【徳島県】 

■エコみらいとくしま【親子で楽しく学ぶ SDGs】（9/11） 

https://4epo.jp/information/events/22659.html 

 

■とくしま SATOUMI リーダー育成講座（9/18・10/17・10/31・11/13） 

https://4epo.jp/information/events/22284.html 

 

■第 5 期「森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国」（9/25・26、10/9、11/20～21、12/5、

1/16） 

https://4epo.jp/information/notice/22360.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 徳島県ワンウェイプラスチック代替製品利用促進補助金の募集（～10/29） 

https://4epo.jp/information/notice/22622.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 

 

■とくしま県民活動プラザが、自然派志向 NATURAL＆NATURE 9 月号についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/22661.html 

 

 

【香川県】 

■かがわ里海大学「里海ガイド養成講座（入門）」（9/18・19） 

https://4epo.jp/information/events/22477.html 

 

■第 5 期「森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国」（9/25・26、10/9、11/20～21、12/5、

1/16） 

https://4epo.jp/information/notice/22360.html 

 



■森とみどりの祭典（10/3） 

https://4epo.jp/information/events/22697.html 

 

■琴南の森定例+JUON 青年リーダー講習（10/9） 

https://4epo.jp/information/events/22612.html 

 

■プロジェクト WET エデュケーター講習会 in 四国技術事務所 2021（12/9、12/10） 

https://4epo.jp/information/notice/22552.html 

 

■香川県が、プラスチックごみの削減に取り組む「かがわプラスチック・スマートショップ」を募集

（～9/10） 

https://4epo.jp/information/notice/22445.html 

 

■香川県が、「環境×みらいプロジェクト」参加者を募集（～9/30） 

https://4epo.jp/information/notice/22680.html 

 

■障害のある方のための IT サポーター養成講習会（10/30・31）  
http://kagawaken-shakyo.lekumo.biz/topics/2021/08/it-4fa2.html 

 

【愛媛県】 

■愛媛県が、2050 年脱炭素社会・アクション宣言を募集（7/13～随時） 

https://4epo.jp/information/notice/22443.html 

 

■愛媛県が、気候変動の影響と適応の推進についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/22603.html 

 

■「もっと知ろう！私たちのまわりの外国人材」（9/12） 

https://www.mic.ehime.jp/MIC/JP/Salon/gaikokujinzai2021_info.html 

 

【高知県】 

■企画展「つなげ！高知の少ない生きものたち」（7/17～9/5） 

https://4epo.jp/information/events/22219.html 

 

■第 3 回わんさかわっしょい体験博（9/4～10/10） 

https://4epo.jp/information/events/22628.html 

 



■初秋の草原の植物観察会（9/11） 

https://4epo.jp/information/events/22673.html 

 

■いの町紙の博物館 ワークショップ（9/11・10/9） 

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

 

■夜の動物公園 のいち de ナイト 開園 30 周年記念スペシャル（9/11・9/18・10/2） 

https://4epo.jp/information/events/22507.html 

 

■バードコールづくり（9/19） 

https://4epo.jp/information/events/22591.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 

 

 

【四国】 

■令和 4 年度「クールビズ四国」キャンペーン PR ポスター募集（～9/30） 

https://4epo.jp/information/notice/22167.html 

 

 

【全国】 

■公開講座「食品ロス削減を進めるために ～知る・実践する・伝える～」(9/4） 

https://4epo.jp/information/events/22677.html 

 

■環境省が、令和３年度環境カウンセラーを募集（～9/3） 

https://4epo.jp/information/notice/22464.html 

 

■未来を守る作文コンクール 2021～脱炭素社会に向けて行動しよう～（～9/10） 

https://4epo.jp/information/notice/22466.html 

 

■環境省が、今年も応援します！”環境と社会によい暮らし”「第９回グッドライフアワード」募集開

始！（～9/21） 

https://4epo.jp/information/notice/22163.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、第２回 Green Blue Education Forum コンクール 募集開始についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/22671.html 

 

■JT SDGs 貢献プロジェクト（通年） 

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

 

■令和 4 年度 「花博自然環境助成」事業（～9/10） 

https://4epo.jp/information/subsidy/22597.html 

 

■TOYO TIRE グループ環境保護基金 2022 年度募集（～9/30） 

https://4epo.jp/information/subsidy/22472.html 

 

■農業・農村への理解の醸成を目指す新たな国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフ

ト」をスタート 

https://nippon-food-shift.maff.go.jp/top/ 

 
■SDGs とジェンダー平等についての副教材の作成について 

https://www.gender.go.jp/public/subtextbooks/index.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  

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/
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