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

※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より、四国 ESDセンターでは当面の間、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。 
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• 図書や資料貸出など、来所を希望される方（高松・松山）は事前にご連絡ください。 

来所の際はマスク着用、検温、手指消毒にご協力ください。 

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。） 

利用案内・アクセス 

https://shikoku.esdcenter.jp/access/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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 16：平和と公正をすべての人に〉 

ここ連日ウクライナ情勢についての報道が続いています。現地の状況も大変心配されます。  

目標 16のターゲットでは「あらゆる場所で、あらゆる形の暴力と、暴力による死を大きく

減らす」ことが明記されています。ここ四国でも国際協力の分野でさまざまな取り組みを行

い、平和を築こうとしている人たちがいます。四国 ESDセンターには「四国・国際協力団体

と ODA」という冊子があります。関心のある方はぜひお問合せください。 

 

【ご案内・参加者募集中！】 

◆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！ 行動の変容を目指して 

四国の未来をともに創る 地域ベースの取り組みから始まる ESD～」 

2022年 3月 6日（日）13:00～17:30 ※全オンライン開催・参加無料 

SDGs達成において ESDは重要な役割を果たします。 

四国地域における ESD 実践事例の紹介、意見交換などを通して、これからの四国の ESD や

持続可能な地域づくりについて一緒に考えます。ぜひこの機会にご参加ください。 

【詳細】https://shikoku.esdcenter.jp/hot_topics/shikoku-esd-forum2022/ 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

３．今月のおすすめ ESD教材 

 

https://shikoku.esdcenter.jp/access/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

ESDを知り、取り組むためのツールをご紹介します。 

 

〜目標 16：平和と公正をすべての人に〜 

■JICA-Net Library 

SDGsの目標別に分かれていて、授業で使える 10分映像集など多様な動画があります。 

リンク：https://jica-net-library.jica.go.jp/ja2/sdgs/sdgs.html#sdgs16  

 

■NHK for school 

自宅で気軽に学べる動画がたくさんあります。 

興味のあるテーマをキーワード検索でき、平和や戦争について学べる動画も多数あります。 

リンク：https://www.nhk.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】 

■世界の国々をのぞいてみよう！【ONE WORLD】(3/6) 

https://www.topia.ne.jp/docs/2022022200013/ 

 

■徳島県が、「徳島で広がる SDGsアクション」をお知らせ 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/sdgs/5051229/ 

 

■エシカル甲子園 2021～「私たちが創る持続可能な社会」全国、そして世界へ～（3/18） 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/5047478/ 

 

■徳島県が、「徳島県の活かしたい生態系リスト」についてお知らせ 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/5045818/ 

 

■徳島県が、「プラスチック OURアクション」についてお知らせ 

http://www.jnne.org/sdg2020/
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https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/new-info/5035930/ 

 

【香川県】 

■第 64回自然エネルギー100％社会学習会（3/8） 

https://4epo.jp/information/notice/24466.html 

 

■3.11追悼線香花火＆星の観察会（3/11） 

https://www.flat-takamatsu.net/bcs/info5777.html 

 

■活動紹介講座Ⅰ かみはの緑を学び楽しむ教室⑧ ランの栽培（3/20） 

https://www.flat-takamatsu.net/bcs/info5754.html 

 

■五色台体験教室「手羽先骨格標本を作ろう」（3/20） 

https://4epo.jp/information/events/24401.html 

 

【愛媛県】 

■立間川清掃のお知らせ（3/6） 

https://uwajima-npo-center.jp/blogs/activity-schedule/2022-3-6-tachima-river-

clean-up-kuromonn-brige 

 

■地球人まつり in まつやま・えひめ２０２２（3/13～3/31） 

http://www.epic.or.jp/news_and_topics/?p=6168 

 

■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://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-hp/theme/ondanka/action.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://www.pref.ehime.jp/h15700/umigomi/puragomikyouzai2.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://www.pref.ehime.jp/h15800/kennkyuushitushoukai.html 

 

■愛媛県が、環境教育教材「えひめの環境」DVDについてお知らせ 

https://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-hp/theme/kyouiku/learning/kankyoudvd.html 
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■愛媛県が、優良リサイクル製品（スゴ eco）紹介動画「えひめのスゴ eco情報局」につい

てお知らせ 

https://www.pref.ehime.jp/h15700/umigomi/sugoecodouga.html 

 

【高知県】 

■こうち環境博 2022 今年はソーレをはみ出すよ！（2/11～3/19） 

https://ecolabo-kochi.jp/oshirase269.html 

 

■【基金創設】「こうちコロナ基金」募集開始（～3/31） 

https://shiminkaigi.org/newslist/news/2022/01/2996/ 

 

■女性の多様なライフスタイル応援講座「子どもを持つ・持たない・持てない中の幸せと

は？」（3/6） 

https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1776&routekbn=S 

 

■第 39回企業市民セミナー「パートナーシップでつくる SDGsの可能性」（3/11） 

https://ecolabo-kochi.jp/event1754.html 

 

■わかちあうことよりそうこと～環境学習の一歩前に～（3/12） 

https://ecolabo-kochi.jp/event1736.html 

 

■グリーンウッドワーク「木のスプーンづくり」（3/20） 

https://ecolabo-kochi.jp/event1747.html 

 

■スミレと早春の花観察会（3/26） 

https://ecolabo-kochi.jp/event1752.html 

 

【四国】 

■四国 ESDフォーラム 2022(日本 ESD 学会 第 3回四国地方研究会)（3/6） 

https://shikoku.esdcenter.jp/hot_topics/shikoku-esd-forum2022/ 

 

■四国経済産業局が、「SDGs経営先進事例集」の公開をお知らせ 

https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2021/12/20211228a/20211228a.html 

 

■四国経済産業局が、「SDGs経営オンライン相談窓口」の設置をお知らせ 
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https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2022/02/20220208b/20220208b.html 

 

【全国】 

■日本自然保護大賞 2022 授賞記念シンポジウム（3/13） 

https://www.nacsj.or.jp/award/index.php 

 

■環境省が、オンラインシンポジウム「ローカル SDGs のデザイン～地域の資源を循環さ

せる仕組みづくり～」の開催についてお知らせ（3/10） 

http://www.env.go.jp/press/110533.html 

 

■環境省が「プラスチック資源循環」特設サイトをオープン 

https://plastic-circulation.env.go.jp/ 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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
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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 
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