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特定非営利活動法人 green bird
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その１．概要

green birdとは。

green birdとは、「キレイな街は、人の心もキレイにする」を

コンセプトに誕生した原宿表参道発信のプロジェクト。

「ゴミやタバコをポイ捨てしない。」と［宣言］すれば、

誰もがgreen birdのメンバーです。

主な活動は、表参道の 「朝そうじ」。でもこれは強制じゃありません。

「街を汚すことはかっこ悪いことだ。」という気持ちを持つだけでいいのです。

個人をはじめ、ショップスタッフや企業・団体など、ただ今、

プロモーションの輪はどんどん拡がっています。

合言葉は“KEEP CLEAN, KEEP GREEN.”。

原宿表参道だけでなく、自分たちが住む街を

もっとキレイで、もっとカッコイイ街にするために。

ひとりでも多くの参加を、お待ちしています。



その１．概要

green birdでは、「ロゴマーク（イラストレーター；寄藤文平）」、「宣言」を用いて世
の中への啓蒙活動に努めています。
70年代に平和の象徴として、「にこちゃん・マーク」がありました。21世紀は「ココロ
の豊かさ＝ゴミのポイ捨てはカッコ悪い！」の象徴として、「グリーンバード・マー
ク」があります。
「宣言」は、WEB（http://greenbird.jp/ver2/docs/sengen/index.html）にて受け付
けています。

～green bird宣言～

http://greenbird.jp/ver2/docs/sengen/index.html


その１．概要

［ 活動内容 ］

① ゴミ拾い活動

・定例のそうじ活動

② ゴミのポイ捨てカッコ悪い！活動

・様々なメディア、イベントを活用してgreen birdの理念を訴求する活動

③協賛活動

・運営に必要な資金、品物を寄付してもらう活動

［グランド・ビジョン ］

～green birdの活動／ビジョン～

2010年
‘ゴミのポイ捨ては、かっこ悪い！’という気持ち・思想を

4,000万人の人たちと共有したい！



名 称 ：特定非営利活動法人green bird（グリーンバード） 東京／原宿表参道本部

代 表者 ： 長谷部 健

事 務局（本部） ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6－35－3 ｺｰﾌﾟｵﾘﾝﾋﾟｱ206号室

連 絡先 ： ＴＥＬ／03－5469－5318、ＦＡＸ／03－5469－5338、e-mail／info@greenbird.jp

ホームページ ： http://www.greenbird.jp

■東京／下北沢チーム（平成15年9月～）

代 表者 ： 諸冶 慶志郎

連 絡先 ： e-mail／moroji@greenbird.jp

ホームページ ： http://www.greenbird.jp/ver2/docs/shimokita/index.html

■福岡／天神チーム（平成15年10月～）

代 表者 ： 木下 真裕

連 絡先 ： ＴＥＬ／090-8760－4723 、e-mail／kinoshita@greenbird.jp

ホームページ ： http://www.greenbird.jp/ver2/docs/fukuoka/index.html

■東京／駒沢チーム（平成16年4月～）今年度より新設

代表者 ：勝又 夏海

連絡先 ：ＴＥＬ／080-6523-0002、e-mail／komazawa@greenbird.jp
ホームページ ： http://www.greenbird.jp/ver2/docs/komazawa/index.html

【平成16年～】

欅会青年部

欅会ｸﾘｰﾝﾊﾞｽﾀｰｽﾞ 美容部会

ﾗﾌｫｰﾚ
ｸﾘｰﾝﾊﾞｽﾀｰｽﾞ

NPO法人 green bird
東京／原宿表参道本部、
東京／下北沢チーム、
福岡／天神チーム、
東京／駒沢チーム

スポーツ選手
片山 右京（元F1ﾊﾟｲﾛｯﾄ）
平尾 誠二（元ラグビー日本代表）
須藤元気（挌闘家） 他

企業
サントリー（株） ㈱ﾄﾑﾗ･ｼｽﾃﾑｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ
日本たばこ産業（株） ㈱キデイランド
（株）ナイキ・ジャパン
（株）NMNL
国内信販㈱

地元住民

ショップ
生活の木（アロマ）
ba-tsu（アパレル）
６３２（ベイカリーカフェ）
八竹（すし屋） 他

タレント
鳥越俊太郎
江口 洋介
別所哲也
市川実和子
山田玲奈
大橋マキ
菊池麻衣子 他

マスコミ
ソトコト（雑誌:連載）
オーリー、
オーリーガールズ 他

原宿表参道に
遊びに来る人

原宿表参道が
好きな人

ミュージシャン
小宮山雄飛

団体・財団
アイルランド大使館
ｱｲﾘｯｼｭ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
東京ヴェルディ1969 他

その２．組織

～全体組織～

＊敬称略

mailto:info@greenbird.jp
http://www.greenbird.jp
mailto:moroji@greenbird.jp
http://www.greenbird.jp/ver2/docs/shimokita/index.html
mailto:kinoshita@greenbird.jp
http://www.greenbird.jp/ver2/docs/fukuoka/index.html
mailto:komazawa@greenbird.jp
http://www.greenbird.jp/ver2/docs/komazawa/index.html


その２．組織

～組織マップ～

[ 東京／原宿表参道本部 ]

代表：長谷部健
事務局長：嶋瀬徹
イベンター：涌井規州
デザイナー：馬渡陽明、中村秀樹
事務：荒井美香
スタッフ：高橋一宗、茅山顕之

会計顧問：李日生

[ 役員名簿 ]

[ 東京／下北沢チーム ]

チーム長：諸治慶志郎
プロデューサー：猪越健、
ディレクター：網屋徹、吉永美津子
スタッフ：古池勝也、廣原正典、

大塚健一、羽鳥祐子

[ 福岡／天神チーム ]

チーム長：木下真裕
プロデューサー：宮本良平
スタッフ：入山忠、重松裕樹、

小川裕子、宮本良平、
坂本貴士、岩永真一、
白石洋一、吉柳佐智子、
西川誠

理事長：長谷部健 渋谷区議会議員
副理事長：重永忠 （株）生活の木／代表取締役社長
理事：和田昌弥 （有）八竹／代表取締役
理事：松本ルキ （株）オールファッションアート研究所／社長室 統括
理事：山本英輔 隅田商事（株）／取締役 本部長
理事：嶋瀬徹 （有）ルート／代表
監事：鈴木寛 参議院議員

諸治慶志郎
木下真裕
勝又夏海

[ 社員名簿 ]

長谷部健
重永忠
和田昌弥
松本ルキ

山本英輔
嶋瀬徹
鈴木寛
青木信之

[ 東京／駒沢チーム ]

チーム長：勝又夏海
プロデューサー：高橋一聡
スタッフ：笠原大介、尾又佑介、

内田健太、西野亮子、
丸山寛子、山田英樹、
牧田正恵、栗田礼子、
平井妙子



［東京／原宿表参道 ］

［東京／下北沢 ］

［福岡／天神 ］

○そうじ日時 毎週日曜日
13：00～15：00まで

○集合場所 小田急下北沢駅南口
○集合時間 12：55
○その他 雨天中止
○道具など 手ぶらでご参加下さい

○そうじ日時 ①毎週月・木曜日 07：30～08：45まで
②毎週第3日曜日 14：00～16：30まで

○集合場所 中央区天神２丁目
警固公園 FREE WAVE前

○集合時間 ①07：25
②13：45

○その他 雨天中止
○道具など 手ぶらでご参加下さい

その３．活動

～‘定例そうじ’篇～

○そうじ日時 毎週月・木曜日
09：30～12：00まで

○集合場所 東京都渋谷区神宮前6-2-6
商店街振興組合原宿表参道欅会事務局

○最寄駅 JR原宿駅、
営団地下鉄表参道駅・明治神宮前駅

○集合時間 09：30～09：45
○その他 雨天中止
○道具など 手ぶらでご参加下さい

○そうじ日時 ①毎週10,20,30日 AM9:30から1時間程
（0のつく日 曜日・祝祭日問わず）

②毎月第一日曜日 AM9:00から11:00まで
○集合場所 ①駒沢公園西口

②駒沢公園 公園管理所
○集合時間 ①9:15

②9:00
○その他 雨天中止 犬のお散歩途中の参加歓迎
○道具など 手ぶらでご参加下さい

［東京／駒沢 ］（2004年4月より新設）



その３．活動

～‘そうじイベント’篇～

定例活動の朝そうじとは別個に、green birdは

「ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！」のメッセージ発信のため

様々なイベントを開催あるいは参加しています。

定期的な活動で得られる認知とはまた異なったアプローチで

活動認知の拡大とプロモーションに努めています。

ここでは、平成16年度に表参道が行ったイベントと

その活動の様子をご報告したいと思います。



その３．活動

○ピカピカケヤッキー大作戦

4月28日（水）渋谷区立神宮前小学校の生徒たちと表参道を掃除
しました。

この行事は、表参道のシンボルでもあるケヤキをこの街で暮らして
いる神宮前小学校の生徒たちで綺麗にしよう、というものです。ち
なみに『ケヤッキー』とは、生徒たちがケヤキに親しみを込めて呼
んでいる愛称です。

［ 2004年4月28日 ］

○みどりの日表参道大清掃

4月29日（木）・みどりの日、green birdと有志ボランティアの方、
総勢150名で表参道の大清掃を行いました。

通常の朝そうじより範囲を広げて青山通りや渋谷方面まで足を
伸ばし、清掃活動とポストカード・ポッケロ配布などのプロモー
ション活動を行いました。

［ 2004年4月29日 ］

○表参道ゴミゼロ大作戦

5月30日（日）、ゴミゼロの日にちなんでgreen birdも表参道の大清掃
に乗り出しました。

有志によるボランティアスタッフの方も交えて総勢30名の方と原宿・表
参道を清掃しました。

［ 2004年5月30日 ］



その３．活動

○Short Short Film Festival 2004

6月5日（土）、“Short Short Film Festival 2004”のスタッフの皆
さんとgreen birdのメンバー、総勢60名以上で表参道朝そうじを
行いました。

SSFF代表であり、俳優の別所哲也さんにも清掃活動に参加し
て頂き、原宿表参道での活動認知と「ゴミのポイ捨てカッコ悪い
ぜ！」のメッセージ発信にご協力頂きました。

“Short Short Film Festival” http://www.shortshorts.org/

［ 2004年6月5日 ］

○原宿表参道エコラリー

7月19日（月・祝）、“原宿・表参道の歴史や魅力を体感しながら、
街をキレイにしよう！”のスローガンの下、「原宿表参道エコラ
リー」を開催しました。50名近い方に参加して頂きました。

NPO法人創造支援工房フェイスとの共同企画で表参道・原宿エ
リアを歩いてもらい、各ポイントでスタンプを集めつつ街をきれい
にしようという企画です。

スタンプラリー後には原宿ピアザアッセンブリーホールにて、「21
世紀の街・エコアベニューを考える」と題したパネルディスカッ
ションを行いました。

創造支援工房フェイス http://www.iface.ne.jp

［ 2004年7月19日 ］

イベントの模様はエコファッションマガジン
『ソトコト』で紹介されました。

『ソトコト』 http://www.sotokoto.net

ディスカッションパネリスト：重永忠
竹村真一
植月緑
長谷部健

スタンプラリーの各スタン
プポイントは原宿表参道
独自のスロースポット。

○Slow Music Slow Live '04 in 池上本門寺

7月25日（木）、“Slow Music Slow Live ’04 in 池上本門寺”に
参加し、ゴミのポイ捨て防止の呼びかけと分別活動を行いまし
た。

ポストカード・ポッケロの配布と缶バッジへの寄付と同時に、
green bird代表長谷部による活動PRと会場内のマナーアップを
訴えるスピーチを行い、「ポイ捨てカッコ悪いぜ！」の啓蒙活動
を行いました。

［ 2004年7月25日 ］

http://www.shortshorts.org/
http://www.iface.ne.jp
http://www.sotokoto.net


その３．活動

表参道元氣祭スーパーよさこい2004に際しましては、各
協賛企業の皆様からのご支援を頂いて、協賛企業4社
（日本たばこ産業㈱、㈱NMNL、㈱ナイキ、サントリー㈱）
とgreen birdによるコラボレーションアドカードを作成・配
布し、よりメッセージ性の強いプロモーション活動を行いま
した。

○原宿表参道元氣祭スーパーよさこい2004 （http://www.yosakoi-harajuku.com/）

8月28日（土）・29日（日）の2日間、表参道ストリートを中心とした全国各地から集まったよさ
こいチームのパフォーマンス、代々木公園よさこい広場での物産展などが行われました。

期間中、green birdは表参道ストリートの清掃と、協賛社ブース内での出展など、一般来場
者に対しての活動認知及び活動コンセプトの啓発などを通して「ゴミのポイ捨てカッコ悪い
ぜ！」のメッセージ発信を行いました。

［ 2004年8月28/29日 ］

○活動報告

green bird & 協賛４社ブース出展

○green birdブース
・・・「ゴミのポイ捨てはカッコ悪いぜ！」の啓発
及び活動PR活動（ポストカード配布・缶バッジ
への寄付金・ボードメッセージ掲出etc）

○協賛４社ブース
・・・協賛４社の環境に対する取り組みを紹介
例）日本たばこ産業㈱

仮設ゴミ箱＆灰皿設置 クリーンアップ活動

○仮設ゴミ箱の設置
・・・代々木公園、明治神宮、原宿駅前等30ヶ所
に設置された仮設ゴミ箱にgreen birdロゴ入り分
別シートを貼付し、ゴミの分別を促進

○スモーキングマナーエリア設置
・・・明治神宮内、よさこい広場内に合計15ヶ所
の灰皿を設置。定期的に吸殻を交換

○クリーンアップ活動
・・・green birdメンバー、及びボランティア有志

による会場付近のクリーンアップ活動を実施。東
京ヴェルディ1969の2選手とともによさこいパ

レード参加し、地山車での呼びかけ、来訪者へ
のポストカード、ポッケロを配布

http://www.yosakoi-harajuku.com/


その３．活動

○第2回富士山清掃体験ツアー

9月18日（土）、2003年に引き続き日本の象徴“富士山”をいつまでも美しく、そして将来的な“世界遺産化”を目標に、green 
birdは富士山の清掃体験ツアーを実施しました。富士山までの移動に関してはJTBのご支援を頂き総勢60名もの参加応募
を頂きました。

［ 2004年9月18日 ］

○活動報告

富士山五合目清掃活動

○清掃活動
・・・五合目～六合目にかけての富士山登山道の清掃
活動。雨天にもかかわらず60名の有志ボランティアの

方に清掃に参加して頂きました。

チャリティオークション

○チャリティオークション
・・・清掃後、著名人の方々のご寄付によるチャリティ
オークションを執り行いました。

オークション景品提供者
・大橋マキ
・小宮山雄飛
・シャ乱Q はたけ
・東京ヴェルディ1969
・寄藤文平 他多数

○green bird下北沢1周年記念100人掃除

9月19日（日）、2003年9月に発足したgreen bird下北沢支部は
1周年を向かえ、記念イベントを行いました。

総勢100人による下北沢清掃活動と、クラブハウス「CLUB 
WEDGE」における入場無料ライブ（下北沢支部の清掃活動の
紹介映像、DJタイム、アコースティックライブ等）を行いました。

イベントリポート ：
http://greenbird.jp/ver2/docs/shimokita/index.html

［ 2004年9月19日 ］

http://greenbird.jp/ver2/docs/shimokita/index.html


その３．活動

○ハローハロウィンパンプキンパレード2004 （http://www.harajuku-halloween.com/）

10月31日（日）、green birdは原宿表参道で行われたハロウィンパンプキンパレードに参加
し、パレード最後尾から清掃活動とポストカード・ポッケロ配布などのプロモーション活動を
行いました。また、green birdブース内に協賛企業のボードメッセージを掲出し、活動認知の
拡大を図りました。

加えて、昨年に引き続きサントリー㈱と㈱トムラシステムズ・ジャパンのご協力による
リバースベンディングマシンを設置し、新しいリサイクルスタイルの提案を致しました。

［ 2004年10月31日 ］

○活動報告

協賛企業ボードメッセージ掲出

○green bird＆協賛４社ブース
・・・「ゴミのポイ捨てはカッコ悪いぜ！」の啓発
及び活動PR活動（ポストカード配布・缶バッジ
への寄付金・ボードメッセージ掲出etc）

リバース・ベンディングマシン設置 クリーンアップ活動

○リバース・ベンディングマシン設置
・・・サントリー㈱、㈱トムラシステムズ・ジャパン、
原宿表参道欅会のご協力を得て、表参道スト
リートに缶とペットボトルのリバース・ベンディン
グマシンを設置致しました。
缶やペットボトルを投入すると細かいチップに
粉砕し、一定確率で当たりが出ます。当たりが
出た方にはクオカードをプレゼント。リサイクル
に対する新しいインセンティブと、生活者参加型
のリサイクルスタイルを提案しました

○クリーンアップ活動
・・・green birdメンバー、及びボランティア有志

により、パレード実施中に最後尾での清掃活動
と、パレード実施後の大清掃を実施。同時にポ
ストカード・ポッケロの配布など、認知度アップの
ための活動も実施

○自由が丘女神祭り

10月10日（日）11日（月・祝）、総来場者
40万人、ゴミの総量4000kgに上るとい
う、自由が丘女神祭りに参加し、ゴミの
分別とポイ捨て防止活動を行いました。

［ 2004年10月10/11日 ］
○フェスタはらじゅく2004

10月23日（土）、渋谷区立神宮前小学校で
行われたフェスタはらじゅく2004に参加
しました。
フェスタはらじゅくは渋谷区の地域活性
化事業の一環で、green birdはブースを
出展し環境エコクイズを行いました。

［ 2004年10月23日 ］

http://www.harajuku-halloween.com/


その３．活動

○渋谷区民フェスティバル

11月2日、3日と2日間green birdは渋谷区民フェスティバルに参加しました。
会場となった代々木公園では、清掃活動はもちろんのことポッケロやポストカードの配布、
ゴミの分別の呼びかけなどを行いました。

またgreen birdのブース内では、一般来場者に対しての活動認知及び活動コンセプトの啓
発などを通して「ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！」のメッセージ発信を行いました。

［ 2004年11月3日、4日 ］

○活動報告

クリーンアップ活動

○クリーンアップ活動
・・・green birdメンバー、及びボランティア有志

により、会場内のクリーンアップ活動。同時にポ
ストカード・ポッケロの配布など、認知度アップの
ための活動も実施

○早稲田大学学園祭

11月7日、早稲田大学学園祭にてgreen bird代表の長谷部
による活動PRの講演及び、清掃活動を行いました。
この後、通常行っている朝そうじや土日のイベントでの早稲田
大学の学生の参加率を高めることができました。

［ 2004年11月7日 ］

green bird & 協賛４社ブース出展

○green birdブース
・・・「ゴミのポイ捨てはカッコ悪いぜ！」の啓発
及び活動PR活動（ポストカード配布・缶バッジ
への寄付金・ボードメッセージ掲出etc）

○協賛４社ブース
・・・協賛４社の環境に対する取り組みを紹介
例）㈱ナイキ,㈱NMNL

仮設ゴミ箱＆灰皿設置

○仮設ゴミ箱の設置
・・・代々木公園内に設置された仮設ゴミ箱に
green birdロゴ入り分別シートを貼付し、ゴミの
分別を促進

○スモーキングマナーエリア設置
・・・代々木公園内に灰皿を設置。定期的に吸殻
を交換



その３．活動

○クリスマス表参道クリーンアップ作戦2004

12月23日（木・祝）『クリスマス表参道作戦2004』～親子で表参道をキレイにしよう！～と題
して去年に続きおそうじイベントを行いました。
このイベントには渋谷区立神宮前小学校の生徒や先生、また彼らの家族などが中心となっ
て約120名もの人たちが参加し、普段の朝そうじではなかなか手が届かない方面までおそう
じを行うと同時にgreen birdのポストカードやポッケロ配布などのプロモーション活動を行い
ました。

［ 2004年12月23日］

○活動報告

クリーンアップ活動

○クリーンアップ活動
・・・総勢120名にて表参道界隈をそうじ。
途中、10月から設置されているリサイクルベンダーに

拾ったペットボトル、缶を投入。子どもたちも楽しんでリサ
イクル活動に協力。

クリスマスプレゼント争奪ジャンケン大会

○クリスマスプレゼント争奪ジャンケン大会
・・・おそうじ終了後、㈱キデイランドや東京ヴェルディ
1969にも協力していただき、green birdサンタより、
ジャンケンに勝った子どもたちへクリスマスプレゼン
トを寄贈。

［ 2004年12月19日 ］

○green bird下北沢 恒例 年末大掃除2004

12月19日（日）、2004年の活動を締めくくる大掃除を総勢
40名にて下北沢を広範囲に渡って約2時間半クリーンアッ
プ活動を行いました。



その３．活動

○イ～チッ！二～ッ！！サ～ンッ！！！バード！！

（1月23日酉年）

1月23日（日）、2005年に入り初めてのクリーンアップ活動
行いました。
時期が冬休みということもあり、渋谷区立神宮前小学校の
子どもたちが大勢参加してくれ総勢40名もの人数で表参道
を中心に明治通り、キャットストリートなどで清掃活動と共に
ポストカードやポッケロの配布などのプロモーション活動を
行いました。

［ 2005年1月19日～28日］

○『神小KIDS MUSEUM』開催

1月19日（水）から28日（金）までの期間、表参道にて渋谷区立神
宮前小学校の生徒による展覧会『神小KIDS MUSEUM』が開催
されました。
この期間、表参道には生徒たちが1枚1枚未来への思いを込めて
デザインした、ペットボトルによってつくられたTシャツ型フラッグが
かかり、学年ごとにテーマの違った作品で賑わいました。
また、このTシャツ型のフラッグはサントリー㈱の協力により、ペッ
トボトルのリサイクルで作られました。

［ 2005年1月23日］

○アースデーマネー導入！（http://www.earthdaymoney.org/）

green birdでは、2月より『アースデーマネー』を導入しました。
『アースデーマネー』とは、地球／社会環境をよくするためのプロジェクトを支
援するためのツールで、個人（あるいは団体）は、寄付をしたりその活動に参
加することでプロジェクトに貢献することができ、貢献した証しとしてアースデ
イマネー「r」が発行されます。
アースデーマネーは「よいことをした人」にだけ、そのつど発行されるおカネ
なのです。green birdでは、1回おそうじに参加してくれた方に『500r』を発行し
ております。

http://www.earthdaymoney.org/


その３．活動

○St.パトリックスデー2005

3月20日（日）に『St.パトリックスデー』という毎年表参道で行
われている恒例のアイルランドのお祭りパレードに参加しま
した。今年は、アイルランドの大統領もお目見えになり、例
年以上に盛り上がり、green birdはパレードの最後尾につ
いて、歩行者天国となった表参道のそうじとポッケロやポス
トカードの配布、そして『ゴミのポイ捨てはカッコ悪いぜ！』と
啓発活動を行いました。
また、パレード終了後はパレードに参加されたたくさんの団
体の方々と表参道の歩道中心に清掃活動を行いました。

［ 2005年3月5日］

○国境を越えたそうじ大会2005

3月5日（土）に『国境を越えたそうじ大会2005』と題して、外国人
ボランティアの方々とおそうじ大会を開催する予定でいましたが、
当初予定されていた日に雨が降り延期となってしまっていた為に
参加予定でいた外国人ボランティアの方々が参加できずに決行
されました。
しかし、40名もの日本人ボランティアの方々が参加してくれて、表
参道を中心にクリーンアップ活動及びポッケロの配布を行い
結果としては大成功に終えることができました。

［ 2005年3月20日］

［ 2005年3月27日］

○がんばれスリランカ！チャリティーミュージックフェスティバル

3月27日（日）渋谷区立神宮前小学校で行われた『がんばれ！ス
リランカ チャリティーミュージックフェスティバル』に参加しました。
渋谷区ではスリランカフェスティバルを行ったり、神宮前小学校で
はスリランカの子供たちと交流を持ったりとgreen birdにとってもス
リランカは身近な国です。スマトラ沖大地震による津波被害を受
けたスリランカの力になりたいと開催されたこのチャリティーミュー
ジックフェアにgreen birdは参加しました。

当日は歌手の沢田知可子さんやトランペット奏者の加藤みのるさ
んなど他3組のアーティストによる素晴らしい音楽を聴きながら、
green birdは会場受付や誘導のお手伝いを行いました。



その３．活動

～‘メディア’篇～

green birdでは様々なメディアを通して活動訴求のためのプロモーションを展開し
ています。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ媒体を始め、公式ホームページ
（http://www.greenbird.jp）での情報公開／メッセージ発信に努めています。デザ
インは「馬渡陽明」、WEBは「中村秀樹」作です。

新聞：『朝日新聞』『読売新聞』
雑誌：月間『ソトコト』（代表長谷部による連載）『anan』『Generation Times』
『fromA』『ケイコとマナブ』『環境ビジネス』等、上記掲載例以外にも多数
書籍：『原宿ECO物語』（宣伝会議）『原宿表参道』（欅会30周年記念誌）他多数
ラジオ： J-WAVE（81.3）「BOOM TOWN」他多数

http://www.greenbird.jp


その３．活動

～‘街メディア’篇～

ポストカードは、イベント時に配ったり、都内のSHOPラック（約２５０ヵ所）に展示しています。イラストは「寄藤文平」、コ
ピーは「中村聖子」作です。

［ ポストカード ］

［大型街頭ビジョン ］ ［ 街頭フラッグ ］

ソトコトとのタイアップCMを「原宿アストロ」、「マリオン
ビジョン」、「１０９フォーラムビジョン」、「I’Mビジョン」の
４ヶ所で放映中です。

原宿表参道のケヤキ並木でフラッグを掲出しました。



1口金額：500万/年 （原則として）

協賛企業：サントリー㈱/1口、日本たばこ産業㈱/1口［ A協賛金 ］

その３．活動

～‘協賛’篇～
［協賛金 ］

green birdでは、活動運営に充てる
資金を協賛金として頂いています。
１口５００万円／年の「A協賛金」、
１口５０万円／イベントの「B協賛
金」、１口1万円／年の「C協賛金」
の3枠を設けて募集中です。

［協賛品 ］

green birdでは、活動運営に充てる
品物を協賛品として頂いています。
そうじユニフォームは㈱ナイキ、ゴミ
袋・軍手は㈱NMNL、ドリンクはサン
トリー㈱、ポッケロは日本たばこ産
業㈱から協賛品としてご提供を受け
ています。

［缶バッジ基金 ］

green birdでは、南極をそうじする
‘南極そうじプロジェクト’を実施中。
原則、100円（1口）を寄付頂いた方
にオリジナル缶バッジ1個をお渡しし
ています。

1口金額：50万/1イベント （原則として）
協賛企業：㈱NMNL/4口、日本たばこ産業㈱/10口

商店街振興組合原宿表参道欅会 / 2口

［ B協賛金］

1口金額：1万/年 (原則として）
協賛企業：㈱山本商会/6口、国内信販㈱/20口、

商店街振興組合表参道欅会/30口、鈴木寛/1口
(有)ジェイエムディ/10口

［ C協賛金］



その３．活動

～‘総集’篇～

［ 定例そうじ ］

［ そうじイベント ］

延べ約45万人の人たちと接触しました！！

合計 3435名

[ 配布 ]

合計

436,171枚・個

29332371736472014222181128
東京/駒沢
（3回/月）

12479084709011210296128148105105117
福岡/天神
（8回～10回/月）

6323754686357421061966533136
東京/下北沢
（4回～5回/月）

12636490878494921042221467710895
東京/原宿
（8回～10回/月）

合計
3
月

2
月

1
月

12
月

11
月

10
月

9
月

8
月

7
月

6
月

5
月

4
月

30/////30//////東京/駒沢

11625087385618752260128514616047福岡/天神

147///45//70/32///東京/下北沢

1106150/451205381160885912638186東京/原宿

合計
3
月

2
月

1
月

12
月

11
月

10
月

9
月

8
月

7
月

6
月

5
月

4
月

合計 2445名

2,0006,00010,000その他

//320,000都内250箇所

5001003,071東京/駒沢

8,50010012,800福岡/天神

2,5001005,000東京/下北沢

18,5231,95645,000東京/原宿

ポッケロ缶バッチポストカード



特定非営利活動法人 green bird （単位：円）

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産

現金預金（注記1）
現金 1,913       19,665      
預金 851,115    2,603,698  

棚卸資産（注記2） -             -             
前払費用（注記3） 170,000    200,000    

流動資産合計 1,023,028  2,823,363  
２ 固定資産

建物附属設備（注記4） 106,000    106,000    
工具器具備品（注記4） 862,205    962,480    

固定資産合計 968,205    1,068,480  
資産合計 1,991,233  3,891,843  

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

借入金（注記5） 1,200,000  600,000    
未払金（注記6） 1,116,968  607,943    
未払費用 30,701      30,701      

流動負債合計 2,347,669  1,238,644  
負債合計 2,347,669  1,238,644  
正味財産 -356,436  2,653,199  

 前会計年度末
（平成１６年３月３１日）

 当会計年度末
（平成１７年３月３１日）

平成１６年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

その4．第2期収支



特定非営利活動法人 green bird  

Ⅰ 資産の部 Ⅱ 負債の部
１ 流動資産 １ 流動負債

現金預金（注記1） 借入金（注記5） 1,200,000    600,000       
現金 1,913          19,665        未払金（注記6） 1,116,968    607,943       
預金 851,115       2,603,698    未払費用 30,701        30,701        

棚卸資産（注記2） -                -                流動負債合計 2,347,669    1,238,644    
前払費用（注記3） 170,000       200,000       負債合計 2,347,669    1,238,644    

流動資産合計 1,023,028    2,823,363    Ⅲ 正味財産の部

２ 固定資産 前期繰越正味財産 -                (356,436)

建物附属設備（注記4） 106,000       106,000       当期正味財産増加額 (356,436) 3,009,635    

工具器具備品（注記4） 862,205       962,480       正味財産合計 (356,436) 2,653,199    

固定資産合計 968,205       1,068,480    
資産合計 1,991,233    3,891,843    負債及び正味財産合計 1,991,233    3,891,843    

      

 全会計年度末
（平成１６年３月３１日）

 当会計年度末
（平成１７年３月３１日）

平成１６年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

（単位：円）

 全会計年度末
（平成１６年３月３１日）

 当会計年度末
（平成１７年３月３１日）

その4．第2期収支



特定非営利活動法人 green bird （単位：円）

Ⅰ 経常収入の部
１ 会費入会金

入会金 -               
年会費 2,442          2,442          

２ 寄付金（注記8） 836,226       
３ 協賛金（注記9） 18,970,000   
４ 補助金 -               
経常収入合計 19,808,668   

Ⅱ 経常支出の部
１ 事業費

イベント出展料・協賛金 4,530,750    
雑費 -               4,530,750    

２ 管理費
役員報酬 -               
給与手当 1,812,850    
外注費（企画/運営） 4,785,785    
外注費（管理） 390,125       
荷造運賃発送費 103,451       
広告宣伝費 649,850       
会議費 129,390       
旅費交通費 234,810       
通信費 609,656       
消耗品費 367,516       
水道光熱費 296,476       
新聞図書資料代 2,180          
支払手数料 19,425        
リース料 425,010       
地代家賃 2,370,000    
雑費 71,759        12,268,283   

経常支出合計 16,799,033   
経常収支差額 3,009,635    

Ⅲ その他資金収支の部
１ 財務収支

役員からの借入金返済による支出 (600,000) (600,000)
２ その他収支

事務所備品購入支出 (100,275) (100,275)
その他資金収支差額 (700,275)
当期資金収支差額 2,309,360
前期繰越資金 (124,641)
次期繰越資金（注記7） 2,184,719

 当会計年度
（平成１６年４月１日から
平成１７年３月３１日まで）

平成１６年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算表

その4．第2期収支



注記事項 
1. 現金預金

（単位：円）
平成16年3月31日現在
普通預金（UFJ銀行 原宿支店） 851,115          

平成17年3月31日現在
普通預金（UFJ銀行 原宿支店） 2,603,698        

2. 棚卸資産

当特定非営利活動法人の活動に御賛同いただいている方々から、支援として以下の資産の
寄付を受けました。

1）GBポストカード（単位：枚）     （有）ブーム・メディア・コミュニケーションズ
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 -                    25,092           
受入数量 270,100          400,000          
配布数量 245,008          395,871          
期末棚卸数量 25,092            29,221           

2）GB缶バッチ（単位：個）     （株）東北新社
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 -                    13,500           
受入数量 50,000            28,000           
配布数量 36,500            8,256             
期末棚卸数量 13,500            33,244           

3）GBポッケロ（単位：個）     日本たばこ産業（株）
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 -                    12,500           
受入数量 40,000            40,000           
配布数量 27,500            32,023           
期末棚卸数量 12,500            20,477           

4）軍手（単位：個）     （株）ＮＭＮＬ
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 -                    -                   
今期受入数量 20,000            800               
配布数量 20,000            100               
期末棚卸数量 -                    700               

5）ゴミ袋（単位：枚）     （株）ＮＭＮＬ
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 -                    5,000             
受入数量 20,000            10,000           
使用数量 15,000            13,200           
期末棚卸数量 5,000              1,800             

その4．第2期収支



6）Tシャツ（単位：枚）     サントリー（株）
前会計年度 当会計年度

受入数量 100                100               
配布数量 100                100               

7)ドリンク（単位：ケース）     サントリー（株）
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 -                    -                   
受入数量 25                  204               
配布数量 25                  192               
期末棚卸数量 -                    12                 

8)ペットボトルホルダー（単位：個）     サントリー（株）
前会計年度 当会計年度

受入数量 -                    300               
配布数量 -                    85                 
期末棚卸数量 -                    215               

9）ビブス（単位：枚）     （株）ナイキジャパン
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 -                    400               
受入数量 400                -                   
期末棚卸数量 400                400               

3. 前払費用
（単位：円）

平成16年3月31日現在
平成16年4月分事務所前払家賃 170,000          

平成17年3月31日現在
平成17年4月分事務所前払家賃 200,000          

4. 固定資産

当特定非営利活動法人において固定資産の減価償却を行っておりません。
固定資産の減価償却を行った際の減価償却費及び残存価額は以下の通りでございます。

（単位：円）
前会計年度

建物附属設備 工具器具備品
設立時残高 -                    -                   
購入 106,000          862,205          
売却除却 -                    -                   
減価償却費 8,745              82,212           
期末残高 97,255            779,993          

当会計年度
建物附属設備 工具器具備品

設立時残高 97,255            779,993          
購入 -                    100,275          
売却除却 -                    -                   
減価償却費 10,494            141,419          
期末残高 86,761            738,849          
 （法人税法に定める定額法で計算しております。）
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5. 借入金
（単位：円）

平成16年3月31日現在
   借 入 先     利率     金額     法人との関係  
  重永 忠 0% 300,000          理事
  和田 昌弥 0% 300,000          理事
  山本 英輔 0% 300,000          理事
  鈴木 寛 0% 300,000          監事

平成17年3月31日現在
   借 入 先     利率     金額     法人との関係  
  山本 英輔 0% 300,000          理事
  鈴木 寛 0% 300,000          監事

6. 未払金
（単位：円）

平成16年3月31日現在
長谷部 健（理事長） 立替金 1,116,968        

平成17年3月31日現在
長谷部 健（理事長） 立替金 607,943          

7. 資金の範囲
（単位：円）

当特定非営利活動法人において資金の範囲とは、現金預金及び短期借入金を除く
短期金銭債権債務としております。

資金の内訳
現金 19,665            
預金 2,603,698        
前払費用 200,000          
未払金 (607,943)
未払費用 (30,701)
期末資金残高 2,184,719        

8. 寄付金

当特定非営利活動法人の活動に御賛同いただいている方々から、イベント活動等の際に
寄付を受けました。

その4．第2期収支



9. 協賛金
（単位：円）

当特定非営利活動法人の活動に御賛同いただいている団体などより当特定非営利活動の
支援として以下の賛助金を受けました。

Ａ協賛金
サントリー（株） 5,000,000       
日本たばこ産業（株） 5,000,000       

10,000,000     

Ｂ協賛金
（株）ＮＭＮＬ 2,300,000       
商店街振興組合原宿表参道欅会 1,000,000       
日本たばこ産業（株） 5,000,000       

8,300,000       

Ｃ協賛金
（株）山本商会 60,000           
国内信販（株） 200,000          
商店街振興組合原宿表参道欅会 300,000          
鈴木 寛 10,000           
(有）ジェイエムデイ 100,000          

670,000          

その4．第2期収支



平成17年6月吉日
特定非営利活動法人green bird

理事長 長谷部健

皆様のご支援のお陰で、green bird２期目を
無事に終えることができました。

２期目では、駒澤支部もスタートし、
活動も段々と、広がりつつあります。

来期も、green birdらしいペースで、
楽しみながら、活動の輪を広げていきたいと考えています。

海外支部もできたらいいなぁなんて夢もあります。

これからも、ポイ捨てする人が減るように、世の中に
メッセージを発信していきます。

今後とも、どうぞヨロシクお願いします。


