
�������

ȤȌɀÈʌñȠɟƾadeqƐ

11A�����	�

111ɎÓŰȀÐęǍŞCȂɶCHȺCEŌ

1111111111111Ƭ Ĕ£³Iê

11111�������
����	
�����

11111�������
�����������

11111������",,)���+(���"#'($#�(*!�Number 3
Published on Mar. 25, 2013

�㸧࣮ࣝࣗࢽࣜ�&ᥦࠉᶞࡢࡕࡔࡑ VI：BASIC & APPLICATION ITEM

BASIC ITEM
シンボルマーク
COLOR

シンボルマーク
MONOCHROME

社名ロゴタイプ組み合わせ例

∵ᓥࠉ⏤⌮

　このシンボルマークは、団体名の「そだちの樹」をイメージしています。
モチーフは、ハート（人の心）と手（人との触れ合い）と羽ばたく鳥（巣立ち）
とオレンジ（無限、やさしさ、末永い発展）です。
それぞれの要素が一本の木の幹となり、葉となり、実となり…よく見ると、育っ
た葉は鳥となって巣立っていく…そういうイメージをシンボル化しました。
　オレンジはその色（黄金色）から「天界の果実」を表し、完全・無限を象徴
します。また、色彩学的にもオレンジ色は元気や活力をイメージさせる色です。
日本では、橙（だいだい）という柑橘類（オレンジ）がありますが、なかなか
実が落ちないことから「代々、子孫繁栄」という意味をこめて縁起物とされて
います。欧米でのオレンジの花ことばでは、寛大、やさしさ、豊穣という意味
もあるようです。
　団体の末永い発展と、これからその活動によって救われる人たちの無限の可
能性、子どもシェルターの運営団体としての人との触れ合い、希望ある巣立ち、
それらの願いをこめたマークです。 䈜ⱥᩥ䝻䝂䝍䜲䝥䛻㛵䛧䛶䛿䚸᪤Ꮡ䝣䜷䞁䝖䜢⏝䛧䛶䛔䜛䛯䜑సᡂ㏵୰ẁ㝵䛷䛩䚹
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シンポジウムのご報告
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パネルディスカッションを通じて感じたこと
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　　ご支援のお願い

1 adeqƐjr3ůl|ceqŴÍ�ƚƆZ`�c{3

ycȮõCGBBɪÊ�ȅP�<XX=qÇÈȿ�yRm

Oc{3ǁƀ3©±µ���~ãÄȕʙ3þɅmlqYŴ

Í�QúN\iNy^2

1 YŴÍ�NcdNczmZynr3�¯7�´�7ml

�Ȋ]i3ñȠɜŏ~YťÚNcdV��§µ�qƮɜȚ

�Qǽ�`\iNy^2

1 YŴÍqQƹƛ3Qɸō`qɞɟr3adeqƐq��

¥���:",,)���+(���"#'($#�(*!�;~¢µ¤´��n

iYìȭUdZN2

111111adeqƐ��¥����▶

�㸧࣮ࣝࣗࢽࣜ�&ᥦࠉᶞࡢࡕࡔࡑ VI：BASIC & APPLICATION ITEM

BASIC ITEM
シンボルマーク
COLOR

シンボルマーク
MONOCHROME

社名ロゴタイプ組み合わせ例

∵ᓥࠉ⏤⌮

　このシンボルマークは、団体名の「そだちの樹」をイメージしています。
モチーフは、ハート（人の心）と手（人との触れ合い）と羽ばたく鳥（巣立ち）
とオレンジ（無限、やさしさ、末永い発展）です。
それぞれの要素が一本の木の幹となり、葉となり、実となり…よく見ると、育っ
た葉は鳥となって巣立っていく…そういうイメージをシンボル化しました。
　オレンジはその色（黄金色）から「天界の果実」を表し、完全・無限を象徴
します。また、色彩学的にもオレンジ色は元気や活力をイメージさせる色です。
日本では、橙（だいだい）という柑橘類（オレンジ）がありますが、なかなか
実が落ちないことから「代々、子孫繁栄」という意味をこめて縁起物とされて
います。欧米でのオレンジの花ことばでは、寛大、やさしさ、豊穣という意味
もあるようです。
　団体の末永い発展と、これからその活動によって救われる人たちの無限の可
能性、子どもシェルターの運営団体としての人との触れ合い、希望ある巣立ち、
それらの願いをこめたマークです。 䈜ⱥᩥ䝻䝂䝍䜲䝥䛻㛵䛧䛶䛿䚸᪤Ꮡ䝣䜷䞁䝖䜢⏝䛧䛶䛔䜛䛯䜑సᡂ㏵୰ẁ㝵䛷䛩䚹
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そだちの樹の応援団：アルバス写真ラボさん
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