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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2021.10.29（第 47 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 月以降の対応を

下記のように変更いたしました。 

 

・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〉 

10 月 19 日に開催された「第 6 回 ESD バーチャル大学・『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」では、株式会社平野の皆さんから講演をいただきました。「健康は環

境が整ってこそ成り立つ」という考えから、環境経営はもちろん、社員全員でエコ検定を受検する

など社内での実践と共に、地域 ESD 拠点として、自社の見学会やエコライフについての情報発信

など地域に根差した取り組みをしているとのことでした。SDGs の目標 17 は「パートナーシップで目

標を達成しよう」です。学校や職場、家庭の中で、また地域でつながって共に行動することは大き

な力となりますね。 

次回の第 7 回 ESD バーチャル大学「地域 ESD 拠点交流会」は、下記の予定で開催します。パー

トナーシップを築く絶好の機会です。ESD や SDGs に関心のある企業・団体の方、ESD 拠点の活

動を知りたい方、ぜひご参加ください。 

 

【ご案内】 

【四国 ESD バーチャル大学(ESDVU) 第 7 回勉強会】  

 「四国地域 ESD 拠点交流会」 

四国には 15 の地域 ESD 拠点があり、企業や教育委員会などその形態もさまざまです。今回はそ



んな四国の地域 ESD 拠点が一堂に会し、交流会を行います。四国の ESD や SDGs につながる取

り組みを一度に知ることができるチャンスです。ぜひご参加ください。 

◆2021 年 11 月 19 日（金）13:00～15:15 オンライン開催 参加費無料 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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」〜 

■SDGs 副教材「私たちがつくる持続可能な世界～SDGs をナビにして～」（公益財団法人 日本

ユニセフ協会） 

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/ 

 

■協働の仕組と事例集、政策協働ガイド（地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）） 

環境省事業「地域活性化に向けた協働取組の加速化事業」における、さまざまな試行錯誤をもと

に、その知見をまとめたガイドブックやハンドブックが発行されました。 

四国 ESD センターでも配布しています。 

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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

＜イベント・募集・お知らせ＞ 

 

【徳島県】 

■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 

 

■徳島県子どもの未来応援コーディネーター養成研修（11/12、11/26） 

https://tokushima-kodomo-mirai.com 

 

■徳島県立防災センター・スタディツアー（11/28） 

https://www.topia.ne.jp/docs/2021080500011/ 

 

■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/ 

 

【香川県】 

■第 60 回自然エネルギー100％社会学習会（11/1） 

https://4epo.jp/information/notice/23293.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/ 

 

■読み聞かせに SDGs をとりいれてみませんか（11/6） 

https://4epo.jp/information/notice/23362.html 

 

■かがわ里海大学 スキルアップ講座「海ごみリーダー養成講座」（11/13） 

https://4epo.jp/information/events/23189.html 

 

■かがわ里海大学「里海ガイド養成講座（入門）」（12/4・5） 

https://4epo.jp/information/events/23198.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」（12/5、1/16） 



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

 

【愛媛県】 

■食品ロス削減シンポジウム（10/30） 

https://4epo.jp/information/events/22978.html 

 

■外国人住民のための巡回生活相談（大洲市）（11/8） 

http://www.epic.or.jp/news_and_topics/?p=5887 

 

■松山市男女共同参画推進センター・コムズ「おはなし会」（11/20） 

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

 

■おしゃべり文化サロン in EPIC」（11/27） 

http://www.epic.or.jp/news_and_topics/?p=5905 

 

■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】 

■もくもくエコランド 2021 第 4 回森林環境学習フェア（10/30～31） 

https://4epo.jp/information/events/23230.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=1701&routekbn=S 

 

■令和３年度第４回多文化共生講座 韓国全羅南道特別編 オンライン開催（Zoom）（11/14） 

https://kochi-kia.or.jp/ 

 

■環境省が、令和３年度「体験の機会の場」と連携した環境教育の研修を開催 

（11/16） 

https://4epo.jp/information/events/23267.html 

 



■いま、僕たちに必要なこと～「男らしさ」というストレスから抜け出すために～（11/20） 

https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1702&routekbn=S 

 

■心を削らない働き方～何度でもやり直せる～（11/21） 

https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1736&routekbn=S 

 

■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 

 

■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 

 

【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 

 

■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/ 

 

■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 

 

■環境省が、「令和 3 年度ローカル SDGs リーダー研修プログラム “migakiba(ミガキバ)” 」参加

者を募集（～11/10） 

https://4epo.jp/information/notice/23277.html 

 

■2022 年度河川基金助成事業（10/1～11/15） 

https://4epo.jp/information/subsidy/22876.html 

 

■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 


