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Newsletter 2021.12NPO法人

見えてる色は、それぞれ違う？！
　　　　色の見え方の違いを知ろう！！

体験することで理解できる！ 研修会・イベント等はいろいろな場所、形で実施できます。

Vol.4

2020〜2021 活動報告

　コロナ禍が続く２年間は動き回った２年間です。清水の舞台から飛び降りたような！クラウドファンデイング。生放送の
機会を与えて下さったコンセントカフェ。オーナーが「スタート」って言う度に奈落の底へ突き落された気分になった５５分
の生放送。この２つの事柄に挑戦したことは、とても意義深い事でした。その度に協力してくださった多くの皆様、本当に
有難うございました。心から感謝とお礼を申し上げます。
　この大きな二つの経験から今後の方向性が出てきました。「ダブルビジョン」を活用した新商品や、生放送するために
全方向から「色覚」を学んだことで新しく具体性のある展開を考えることができるようになりました。ダイバーシティ（多様性）
が言われる今です。社会の受け入れ方も変化が出て来たのではないでしょうか。固定化された考えに固執するのではな
く柔軟に「変化し続ける」True Colorsでありたいと、考えています。
　「知ることは智恵と寛容を生み、人々の幸せの糧になる」を実現・実行するために、引き続き、皆様のご支援、ご協力を
よろしくお願いいたします。 （高橋紀子）

編集後記

見たことない、見えるTシャツ！ ダブルビジョンTシャツプロジェクト
知ることは知恵と寛容を生み、よりよい社会をつくる！  True Colorsがチャレンジする、クラウドファンディング

※今回は、多数派の人には「怪獣」が、
　少数派の人には「大波」が見られるカラフルワールド。

What Do You See?

■ 2020年9月16日(水)→10月30日（金）　■ READYFOR 

ありがとうございました！
「ありそうでなかった、ダブルビジョンTシャツを制作！」
クラウドファンディングプロジェクトは成立しました

目標127万円　達成額146.3万円　支援者171名

差異を楽しむ

昨年9月、1つの絵で、色覚少数派と多数派で違う絵が見える「ダブルビジョン」のＴシャツ制作をクラウドファンディングプラット
フォーム“READYFOR”で実施。地道に続けてきた講演会・体験会にとどまらず、もっと広く、より多くの人に「色の見え方」に
ついて関心をもってほしい！と考え、新たに挑戦しました。

人それぞれが持つ個性、多くの人にまだまだ認知されていないものの一つが『色の見え方』です。
＜色の見え方の違いを楽しむ＞ことができれば、自然な形で色覚に関心を持ち、話題にできると
考えたのです。さらにＴシャツという普段使いのできるアイテムでと、、、。ところが、Ｔシャツの
制作・販売をするにも、資金があるNPO法人ではありません。そこで、資金調達と、ある種の広報
活動にもなるクラウドファンディングという形での展開を考えました。

近江八幡市立桐原小学校の
学校保健委員会で、
講演と体験研修会を開きました

■2020年11月16日(月)
■パナソニック
　ライフソリューションズ社

パナソニックライフソリューションズ社の
社内ダイバーシティセミナーで
講師を務めました

オンライン参加者は各地から250名あまり、
素晴らしいお話でしたと終わった途端に
チャットがたくさん入り、感激しました。

■2020年2月18日(火)
■近江八幡市立桐原小学校

岸和田市立城東小学校で、色の
見え方のお話しと緑の紙メガネを
かけてお絵描き 1年生の課外授業
■2021年3月3日(水)
■岸和田市立城東小学校

■2021年10月8日(金)
■大阪産業創造館5階研修室

大阪市民局主催
ソコチカラプロジェクト
ステップアップ交流会のゲストスピーカーに

■2021年10月25日(月)
■大阪市市民活動ポータルサイト

大阪市民局主催
100人リレー動画に参加しました

大阪で活躍の
市民活動団体や企業など
1分紹介動画公開中！
色の見え方が
人と違っても大丈夫！

アメリカ～大阪～神戸～東京を繋いで。

2020～21年 その他 TrueColorsの活動

■2020年6月4日(木)
■敬和学園大学 人文学部・共生社会学科

新潟県 敬和学園大学の
人文学部・共生社会学科での
ZOOM授業で講師として参加しました

■2021年9月9日(木)

大阪市市民活動ポータルサイト
市民活動ワクワクレポートで
紹介されました

■2021年12月2日(木)
■大阪市立巽小学校

大阪市立巽小学校で、
4年生に 色の見え方を通じて
多様性、人権のお話しをしました

月1回、Teamsで
NPOのオンライン定例会を
開いています

ZOOM授業に参加し35名の学生と対面。
多くの質問を受けて、90分の予定が100分を
超えるほど熱した授業となりました。

素晴らしい学校環境で
色覚特性のある子ども達の
保護者参加で熱心に
聞かれていました。

色の見え方は
人それぞれであることを
広く知ってほしい。

NPO会員
募集中です!!
ホームページから
連絡してください！



※各動画のアーカイブは、YouTubeのコンセントチャンネルで視聴できます。True Colorsのホームページからもリンクしています。

カラフルワールド ～知らない色を楽しむ社会へ～

Looking through the prism

■ 2021年5月24日(月)～7月26日（月）　■コンセントカフェ＠zoom店 

大阪日日新聞（2021年1月4日）

産経新聞（2020年12月28日）

毎日新聞（2020年10月4日）読売新聞（2020年10月21日）

たとえプロジェクトが不成立に終わったとしても、クラウドファンディングを実施することで、これまでに接触する機会があまり
なかった人々にTrue Colorsの活動、そして「色の見え方」についての話題を提供することになるだろう。幸運にも成立し、Ｔシャ
ツをお届けできたなら、身近に色の見え方について、楽しく話題にしていただけるだろうと考えました。

実際、ダブルビジョンＴシャツを購入いただいた方から、喜ばしいエピソードを聞かせていただきました。
その方がTシャツを着て外出した際、街中でＴシャツの絵柄を指さして何か言い合っている親子に出会ったそうです。
怪獣が見える、いや浪が見えると。そこでＴシャツの主である男性は、親子に近づき、
色覚の違いについて説明をされたとのこと。まさしくこのエピソードは、私たちがＴシャツを制作した理由の一つなのです。

通信社に取り上げられたことで、さまざまな全国の地方紙や、Webニュース、
全国ネットのテレビ番組にも取り上げられました。
その他、大阪市市民活動ボランティア・市民活動センターや、
大阪NPOセンターのポータルサイトでも紹介されました。
おかげさまでTrue Colorsの新しい取り組みは、ひとまず成功しました。

日本テレビ「NEWS ZERO」（2021年3月30日）

クラウドファンディングへの思い

色とは何かといった科学的な話から色覚についての歴史、そして、私たちの10年間の活動、さらには将来の取り組みまで、一回
55分の番組で True Colorsを網羅してお伝えする内容になりました。
この配信で、従来接触する機会のなかった方々に色覚の話題を提供しようとして始めたのですが、実際は私たち自身の気づきと
再認識のきっかけになりました。
またゲストとして登場してくださった5人の当事者の方々にとても喜んでいただき、これからもっと自ら発信し、協力したいと言っ
ていただき、勇気づけられました。5人の方の共通した思いは『交通信号』の問題でした。改めて、より具体的な活動を推し進めな
ければならないと、心新たにしました。

インターネットライブ配信・大阪本町のコンセントカフェ運営
インターネット会議のアプリＺＯＯＭとYouTubeチャンネルの組み合わせ

「Concentcafe@zoom店」で生配信に挑戦
嬉しいエピソード

様々なメディアでも紹介されました

●「色覚多様性のおはなし」講演＆体験研修会・色覚関連イベントなどご相談ください

●NPO会員を募集しています　ホームページから連絡してください

絵本「けんちゃんの色」 アニメDVD「フシギの
色の国のアリスちゃん」

小学校～高等学校・教育委員会・学校保健会・専門学校・大学・区役所・各種団体などで多くの実績があります。

　この1年でTrue Colorsを介して紹介いただいた新聞記者の方からインタビューを受けました。自分が普段
思っていること、感じていることを上手く言葉にすることの難しさを感じながら、私の話したことが様々な媒体で
世に出ていくことの面白みを知ることができました。アメリカでは色弱以外にもマイノリティの存在が社会的に
認知されるために活動をしている方々が多くいます。「思っていることを素直に伝えて、それを受容できる社会」
を作るためにも、アメリカで様々な人と交流をして、発信力を養っていこうと思います！

■プロフィール

植村瑛一郎
製薬会社勤務
アメリカに海外赴任中（2021年）
31歳　True Colors歴3年

お振込先：三井住友銀行 梅田支店（普通）口座番号 8794372
　　　　　トクヒ）ツルーカラーズ

1,000円以上のご寄付をいただいた方に、
絵本「けんちゃんの色」1冊プレゼント！

●NPO法人 True Colors の活動にご協力ください
　ご寄付などいただけましたら、とてもありがたいです

タイトル カラフルワールド　～知らない色を楽しむ社会へ～

日　時 毎週月曜日　12:00～13:00（1時間）

期　間 2021年5月24日～7月26日　全10回

出　演 NPO法人 True Colors　高橋紀子 ／ ゲスト（各回の話題に合わせて）　

内　容

True Colorsの真実、 「色」って一体なに？、
「色」はどうして見えている、 どう違う「色」の見え方、
色覚テスト、 ネガティブな扱い、
カラーバリアフリー、 狙え補助金 1 絵本、
狙え補助金 2 DVD、 次のステージ、の全10回シリーズ

TrueColors ホームページ
http://www.truecolors.jp/index.html

TrueColors 入会フォーム
http://www.truecolors.jp/postmail.html

（対象：小学校高学年～中学生）（対象：5歳～小学校低学年）

コンセントカフェについて詳しくは

http://www.concentcafe.jp/

●NPO会員 植村さんのアメリカンライフ


