
--------------------------------------------------------------------- 
 
【 四国 ESD センターメールマガジン 】2021.9.30（第 46 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 30 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 
・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。 
 
9 月は防災月間です。災害に強いまちづくりは SDGs の目標 11「住み続けられるまちづく
りを」にもつながっています。9 月 25 日に開催された「第 5 回 ESD バーチャル大学・地域
が変わる！SDGs /四国の ESD 実践事例紹介」では、ゼロカーボンシティを宣言した香川県
善通寺市において、人にも自然にも優しく、持続可能なライフスタイルを目指し開催された
「ESD まつり」の事例や、うどんの残渣を利用して発電し、地域循環を実現している「う
どんまるごと循環プロジェクト」の紹介がありました。 
キーワードはエネルギーや学びの「循環」。さまざまなモノ・コトが地域内で循環すること
が、住み続けられるまちづくり、持続可能な地域づくりにつながっていくことを学ぶことが
できました。 
 
次回の四国 ESD バーチャル大学は、第 6 回勉強会として「住」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 6 回勉強会】  



 「住」から考えよう！SDGs 健康な暮らしと地球環境の未来を考える 
今回は薬局から見た“健康と住環境”についてのお話です。 
ヒートショックやシックハウス症候群など、構造や化学物質による体への影響や、自然にあ
る材料を有効活用した環境にも人体にもやさしい建物について学び、CLT・GEO パワー・
再エネへのシフトといった事例をご紹介頂きます。 
「脱炭素」が叫ばれる今、四国での具体的な取り組み事例から私たちが何を学び、選び取っ
ていかなければならないのかを一緒に考える機会とします。 
◆2021 年 10 月 19 日（火）15:00～17:00 開催 
 お申込みはこちらまで → URL： https://forms.gle/uJwz2Kg52k71QjZJA 
 
 
★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
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 11「住み続けられるまちづくりを」～ 
■地域における防災教育の実践に関する手引き（内閣府（防災担当）防災教育チャレンジプ
ラン実行委員会） 
地域や学校の防災教育に関わる立場の方々に向けて作成され、豊富な事例や教材が集約さ
れています。 
 
リンク： http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/h27bousaikyoiku_guidline_jp.pdf 
 
■守ろう地球のたからもの～豊かな世界遺産編～（日本ユネスコ協会連盟 × 三菱 UFJ 銀
行 
ユネスコスクール SDGs アシストプロジェクト） 
世界遺産の学習を通じて、持続可能な社会づくりについて考えられるように工夫された教
材です。 
 
リンク：https://www.unesco.or.jp/sdgs-assist/materials/study_02/ 
 
★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 
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】 
■「森の学校」ブナ林をシカから守るぞ！（3）（10/17） 
https://4epo.jp/information/events/22919.html 
 
■エコみらいとくしま「徳島中央公園を散策し緑の秘密を見つけます♪」（10/21） 
https://4epo.jp/information/events/22958.html 
 
■とくしま国際消費者フォーラム 2021（10/25・26・27） 
https://4epo.jp/information/events/22770.html 
 
■徳島県が、令和 3 年度「気候変動」×「防災」対応設備導入支援事業補助金の公募につい
てお知らせ 
https://4epo.jp/information/notice/22940.html 
 
■ハートフルゆめ基金とくしま 新型コロナウイルス対策緊急支援第 2 弾（～11/4） 
https://www.yumekikin.net/news-blog/3972/?fbclid=IwAR0wBZdDADJJv_Amha-
seSmHHXV8tR2ZeAKybaw3zJwN0F17drel9ww4UnE 
 
 
【香川県】 
■第 59 回自然エネルギー100％社会学習会（10/5） 
https://4epo.jp/information/events/23018.html 
 
■かがわ里海大学「川と海のつながり体験講座」（10/9） 
https://4epo.jp/information/events/22785.html 
 
■かがわ里海大学「里海体験ツアー【つた島版】」（10/10） 
https://4epo.jp/information/events/22855.html 
 



■第 8 回県内一斉海ごみクリーン作戦「さぬ☆キラ」（10/24～11/7） 
https://4epo.jp/information/events/23016.html 
 
■かがわ国際フェスタ 2021（10/10～11/9） 
http://www.i-pal.or.jp/festa/ 
 
 
【愛媛県】 
■「焚き火と虫の声を楽しむ夕べ」（10/2） 
https://www.hirano-pharmacy.com/2021/09/14/post-12292/ 
 
■えひめ省エネセミナー（10/26） 
https://4epo.jp/information/events/23027.html 
 
■食品ロス削減シンポジウム（10/30） 
https://4epo.jp/information/events/22978.html 
 
■水素エネルギー教室（10/30） 
https://4epo.jp/information/events/23035.html 
 
■愛媛県が、「Bio Diversity Lab Guide in EHIME ～愛媛で生物多様性が学べる大学・研究
室紹介ガイド～」（冊子）の発行についてお知らせ 
https://4epo.jp/information/notice/22765.html 
 
■ボランティア日本語教師養成講座のお知らせ 
http://www.epic.or.jp/news_and_topics/?p=5790 
 
■「82 年生まれ、キム・ジヨン」映画上映会＆ミニトーク（11/13） 
https://www.coms.or.jp/coms/event/r3-eiga2/ 
 
 
【高知県】 
■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（10/2） 
https://4epo.jp/information/events/22507.html 
 
■秋の親子遠足（10/10） 



https://4epo.jp/information/events/22789.html 
 
■工石山 はじめての親子登山（10/17） 
https://4epo.jp/information/events/22964.html 
 
■子ども自然体験教室 「空とぶタネ～遠くに行きたい植物たちの物語（10/17） 
https://4epo.jp/information/events/22968.html 
■「LGBTs」から見える 新しい「性」のカタチ～みんなが多様であるために～（11/13） 
https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1710&routekbn=S 
 
 
【全国】 
 
■SOMPO 環境財団 「環境保全プロジェクト助成」 (2021 年度)（～10/31） 
https://4epo.jp/information/subsidy/22890.html 
 
■2022 年度日本郵便年賀寄付金配分団体の公募（～11/5） 
https://4epo.jp/information/subsidy/22960.html 
 
■2022 年度河川基金助成事業（10/1～11/15） 
https://4epo.jp/information/subsidy/22876.html 
 
■セブン-イレブン記念財団 2022 年度環境市民活動助成（～10/31） 
https://www.7midori.org/josei/ 
 
■令和２年度青少年の体験活動に関する調査研究結果報告～21 世紀出生児縦断調査を活用
した体験活動の効果等分析結果について～ 
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00738.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 


