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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2021.11.30（第 48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に伴う四国 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において、四国 ESD センターでは、10 月以降、下

記の対応を実施しておりますが、引き続き同様の運用を行ってまいります。 

 

・ミーティングスペースの貸し出し（香川・愛媛） 

 「3 つの密」を避けるため、利用人数の制限を 6人までと致しますので、予めご了承くだ



さい。 

・四国 EPO、四国 ESD センターならびに各県サテライトデスクでの対応 

 スタッフが在宅勤務の場合もございますので、事前にお問い合わせください。 

・ご来所時のお願い 

 相談対応や図書・資料貸し出しで来所を希望される方や、ミーティングスペースをご利用

の際は、マスク着用を含め、咳エチケットや手指消毒、体温測定など感染症対策へのご協力

もお願いいたします。 

なお、問い合わせ・相談等は、来所に加え、電話やメールでも受け付けています。 

引き続き、ご理解とご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（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。 

 

〈SDGs の目標 17：パートナーシップで目標を達成しよう〉 

11 月 19 日に第 7回 ESD バーチャル大学「地域 ESD 拠点交流会」が開催されました。四国で

は現在、教育委員会、企業、NPO 法人など 15の団体が「地域 ESD 活動推進拠点（以下、ESD

拠点と表記）」として登録されており、地域で一緒に ESD を推進するためのパートナーとし

て活動しています。それぞれの ESD 拠点による ESD/SDGs の取組や、拠点として活動してき

て変わったこと、気づき、今後の展望等について発表があり、地域コミュニティのつながり

を大切にしながら日々の活動を進めている様子を知ることができました。ESD 拠点間の連携

による事業構想など、新たな可能性も見えてきました。ここ四国でもパートナーシップによ

る SDGs 達成の動きが加速しています。 

 

今年度のバーチャル大学は今回が最終回となります。今後は、下記の全国フォーラム、四国

ESD フォーラムの開催が予定されています。ぜひご参加ください。 

 

【ご案内】 

◆ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2021 



「ESD for 2030 のキックオフ～脱炭素社会づくりに向けた ESD 推進ネットワークの役割～」 

12 月 11 日（土）9:30～16:30 オンライン開催・参加無料 

ESD 活動支援センターHP: https://esdcenter.jp/hottopics/zenkoku-forum2021/ 

環境省 HP: https://www.env.go.jp/press/110182.html 

 

◆四国 ESD フォーラム 2022（日本 ESD 学会第 3回四国地方研究会） 

「やっぱり！なるほど！ESD！ 

～地域ベースの取り組みから始まる ESD・態度や行動の変容を目指して（仮）～」 

2022 年 3月 6日（日）13:00～17:30 会場およびオンライン開催・参加無料 

会場：愛媛大学教育学部大講義室（愛媛県松山市文京町 3番） 

（※現地開催不可の場合、全面オンラインに変更） 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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 17「パートナーシップで目標を達成しよう」〜 

■地域の力をつないで持続可能な社会をつくる     

EPO と GEOC の機能や支援プロジェクトをまとめた冊子です。地域のプロジェクトの支援プ

ロセス、成果を紹介するとともに、EPO ネットワークが中間支援機能を発揮し、かつその能

力を高める GEOC の機能についてもご紹介しています。     

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

 

■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/ 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など 

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


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

＜イベント・募集・お知らせ＞ 

 

【徳島県】 

■国際理解支援フォーラム（オンライン【ZOOM】開催）（12/5） 

https://www.topia.ne.jp/docs/2021100100016/ 

 

■「森の学校」広葉樹を増やそう！（11/27・12/19） 

https://4epo.jp/information/events/23342.html 

 

■エコみらいとくしま【気候変動と SDGs】（12/17） 

https://4epo.jp/information/events/23636.html 

 

■エコみらいとくしま【リサイクルパルプ工場見学】（12/18） 

https://4epo.jp/information/events/23634.html 

 

■徳島県が、「徳島で広がる SDGs アクション」をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/23618.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(～1/31) 

https://4epo.jp/information/notice/22940.html 

 

【香川県】 

■2021 高松市男女共同参画市民フェスティバル「コロナ禍を超えて 共に生きる社会へ」

(11/20～12/5) 

https://www.sankaku087.net/festival/ 

 

■第 61 回自然エネルギー100％社会学習会（12/6） 

https://4epo.jp/information/notice/23592.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 

 



■令和 3年度気候変動講演会（12/11） 

https://4epo.jp/information/events/23378.html 

 

■香川県共同募金会ＮＰＯ・ボランティア活動支援事業 助成申請の募集（11/1～12/28） 

https://www.kagawaken-kyobo.or.jp/doc/jyosei/1840?pre=1 

 

■香川県が、海ごみクイズキャンペーンの実施をお知らせ（～1/16） 

https://4epo.jp/information/notice/23310.html 

 

【愛媛県】 

■愛媛県が、食べきり！クリスマスキャンペーン（「えひめの食べきり推進店（食品小売店）」

応援企画）についてお知らせ（11/1～12/25） 

https://4epo.jp/information/notice/23368.html 

 

■令和 3年度「消費生活講座」～県と愛媛大学との連携講座～受講生募集について（オンラ

イン講座）（10/6～2/2） 

https://4epo.jp/information/events/23132.html 

 

■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、令和 3年度気候変動適応策イメージポスターコンクール入賞作品をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/23534.html 

 

■愛媛県が、小学生向けプラスチックごみ問題啓発教材「知ろう！守ろう！えひめの海」に

ついてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/23638.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 

 

【高知県】 

■SDGs で実現する中小企業の競争力強化セミナー（12/7） 

https://4epo.jp/information/events/23348.html 

 



■スウェーデントーチ作り（12/12） 

https://4epo.jp/information/events/23597.html 

 

■冬のブルーサンタ 2021 in 本宮川～青いサンタになってホタルの川のゴミ拾いしよう♪

～（12/12） 

https://4epo.jp/information/events/23605.html 

 

■防災教室 多様性を尊重した安全・安心な避難所づくり（12/12） 

https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1715&routekbn=S 

 

■ＮＰＯ経営研究会 2021 （12/16・1/13） 

https://4epo.jp/information/events/23269.html 

 

■こうち NPO フォーラム 2021 ミライにつながる気づきと築き（12/18） 

https://4epo.jp/information/events/23273.html 

 

■大募集！高知いきもの調査隊 

https://4epo.jp/information/notice/22494.html 

 

【全国】 

■積水ハウスマッチングプログラム 2022 年度助成 募集（10/15～12/3） 

https://www.sekisuihouse.co.jp/matching/ 

 

■COP26 報告会～IPCC 第 6 次評価報告書と COP26～（12/4）  

https://www.casa1988.or.jp/2/56.html#N5626 

 

■環境省主催「令和 3年度ローカル SDGs 人材育成地方セミナー」（全 9回） 

【第１回】 大崎地域 SDGs 未来セミナー ～次世代の眼から見る大崎耕土 SDGs アクショ

ン～（宮城県大崎市）（12/4） 

https://bit.ly/3r3ulSs 

【第２回】 SDGs 海と川を守ろう実践セミナー（岡山県岡山市）（12/12）  

https://bit.ly/3cIwZVp 

【第３回】 アウトドア業とローカルＳＤＧｓ（北海道日高町）（12/19） 

https://bit.ly/30Pedce 

 

■水循環シンポジウム 2021～水循環×気候変動～（12/6） 



https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/pdf/r031108_mizujyunkansymposium.p

df 

 

■シンポジウム「グリーン×デジタルが先導する豊かな地域循環共生圏づくり」の開催につ

いて（12/6） 

https://www.env.go.jp/press/110170.html 

 

■エネルギー学習コンテンツ作成公募（教師によるコンテンツ作成公募）（～12/27） 

https://4epo.jp/information/notice/23653.html 

 

■令和 3年わたしたちのくらしとエネルギー かべ新聞コンテスト（～12/27） 

https://4epo.jp/information/notice/23656.html 

 

■JT SDGs 貢献プロジェクト（6/1～6/30・12/1～12/31） 

https://4epo.jp/information/subsidy/21808.html 

 

■SDGs ゴール 12「つくる責任 つかう責任」につながる皆様の取組動画をご応募ください

～「サステナアワード 2021 伝えたい 日本の“サステナブル”」募集開始～（1/5 応募

〆切） 

https://www.env.go.jp/press/110129.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 

 




