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特定非営利活動法人 green bird
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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、｢街のそうじ」。でもこれは強制じゃありません。

「街を汚すことはカッコ悪いことだ。」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、

プロモーションの輪は原宿表参道のみならず

下北沢、福岡、駒沢、鎌倉、吉祥寺、渋谷、歌舞伎町、

そして、いよいよ海を越え、フランス・パリへ

大きくゆるやかに拡がっています。

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。
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① 概要 ～green bird宣言～

green bird では、「ロゴマーク」や「グリーンバード宣言」などを用いて、

世の中に対して広く啓蒙活動に努めています。
→1970年代には、世界平和のシンボルとして「スマイルマーク」がありました。
21世紀の現在は、｢こころの豊かさ＝ゴミのポイ捨てカッコ悪い！」の象徴とし
て、「グリーンバード」があります。 ロゴマークデザインは、R25の表紙イラスト
などを手がけているイラストレーター：寄藤文平さんにお願いしました。
→「グリーンバード宣言」は、greenbirdの公式ホームページにて受け付けてい
ます。宣言をしたユーザーのうち、希望者にはイベント予定などの最新情報を
お知らせするメールマガジンを配信しています。

・宣言登録者数 2,014名
・ メルマガ登録者数 1,729名 （平成19年3月31日現在）
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① 概要 ～green birdの活動とビジョン～

［ 活動内容 ］

① 街のおそうじ活動

・各チームで行っている定例のそうじ/ゴミ拾いなど

② 「ゴミのポイ捨てカッコ悪い！」PR活動

・様々なメディアやイベントを通じて行う、green birdの理念の拡充

③ パートナーシップ活動

・団体運営に必要な資金や品物の寄付に関する募集・交渉

［ グランド・ビジョン ］

2010年
「ゴミのポイ捨て、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！
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[ 東京／表参道チーム ]
平成15年5月～
リーダー：荒井美香

② 組織

[ 東京／原宿表参道事務局 ]

代表：長谷部健
事務局長：諸治慶志郎
デザイナー：馬渡陽明
事務：荒井美香
会計顧問：李日生

[ 役員名簿 ]

理事長：長谷部健 副理事長：重永忠 理事：和田昌弥
理事：松本ルキ 理事：山本英輔 理事：嶋瀬徹
監事：鈴木寛

[ 社員名簿 ]

長谷部健
重永忠
和田昌弥
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松本ルキ
山本英輔
鈴木寛

青木信之
諸治慶志郎
木下真裕

勝又夏海

事務局：〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-35-3-206

TEL：03-5469-5318
FAX：03-5469-5338
E-mail：information@greenbird.jp

[ チーム ]

[ 東京／駒沢チーム ]
平成16年4月～
リーダー：勝又夏海

[ 東京／渋谷チーム ]
平成17年12月～

リーダー：浅井克俊/新村充

[ フランス／パリチーム ]
平成19年2月～
リーダー：関口良和

[ 東京／下北沢チーム ]
平成15年9月～

リーダー：諸治慶志郎

[ 神奈川／鎌倉チーム ]
平成17年10月～
リーダー：菊地一郎

[ 東京／歌舞伎町チーム ]
平成18年8月～
リーダー：杉山文野

[ 福岡／福岡チーム ]
平成15年10月～
リーダー：木下真裕

[ 東京／吉祥寺チーム ]
平成17年12月～
リーダー：登坂亮太

[ 東京／studentsチーム ]
平成19年1月～

リーダー：室木花絵/嶋村千夏

平成19年5月末日現在

mailto:information@greenbird.jp
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原宿表参道はgreen birdが生
まれた街。地元の小学生から、

表参道で働く美容師さん、遊

びのついでに来られる方まで、

いろんな世代の方が活動に参

加しています。美しいケヤキ

並木のもと、移り変わる四季

を感じながら、オシャレな街・

原宿表参道で、楽しくおそうじ

に参加してみませんか？

表参道チームリーダー

荒井美香

音楽・映画・演劇・ファッショ

ン・飲食･･･など、さまざまな文

化が凝縮された街・下北沢に

集う人たちの間を縫って、おそ

うじをしています。｢しもきた天

狗まつり｣や｢北沢音楽祭｣な

ど、街のイベントにも積極的に

参加。“雑多な”街の特徴を反

映してか、個性的なメンバー

が多いのも下北沢チームの特

徴です（笑）。

下北沢チームリーダー

諸治慶志郎

green bird福岡チームは、毎

週月・木の7:30～8:45の朝そ

うじと、毎月第3土曜日14:00
～16:00の土曜そうじに加えて、

さまざまなイベントに賛同して

います。また、｢福岡打ち水大

作戦｣などのイベントを主催す

るなど、福岡という街を好きに

なるキッカケとしてコミュニティ

を広げています。

福岡チームリーダー

木下真裕

駒沢公園と駒沢通りでの朝そ

うじを通じ、地域の皆さんに支

えられながら、街をカッコよく

するための活動を行っていま

す。散歩中の飼い主さんが愛

犬と一緒に参加されることもあ

り、ペットの多い駒沢でポイ捨

てやウンチノ置き去りがなく、

人と動物が楽しく暮らせる街

づくりを目指します。

駒沢チームリーダー

勝又夏海

活動日時：月・木曜日9:30～11:30 水曜日10:30～11:30表参道チーム 2003年5月～

活動日時：毎週日曜日13:00～15:00下北沢チーム 2003年9月～

活動日時：月・木曜日7:30～8:45、第3土曜日14:00～16:00福岡チーム 2003年10月～

活動日時：毎月10･20･30日9:15～11:30、第1日曜日9:00～11:00駒沢チーム 2004年4月～
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波が立つとソワソワしてしまう、

海で遊ぶことが得意な鎌倉在

住のメンバーと、湘南などの

地域からやってくるメンバー、

同じくらいの人数でのんびり活

動しています。活動後には観

客にまぎれて鎌倉散策。夏に

は海水浴やマリンスポーツも

可能です。自然環境に恵まれ

ているので、Activeに行きま

す！

鎌倉チームリーダー

菊地一郎

2005年12月に発足したgreen 
bird吉祥寺。ゴミ拾いには毎

回多くの人が集まります。それ

は、この吉祥寺の街を愛する

強いキモチのアラワレ。気持

ちよく、楽しく！吉祥寺の街に

大きく羽ばたくミドリノトリ。あ

なたもその一羽になりません

か？

吉祥寺チームリーダー

登坂亮太

渋谷で働くメンバーを中心とし

て結成されたgreen bird渋谷
チーム。情報・文化の発信地

である渋谷から“KEEP 
CLEAN,KEEP GREEN”の

メッセージをたくさんの人に届

けていきたい。そして“拾うゴミ

のないキレイな渋谷”になれ

ばいいなって、真剣に思って

ます。

渋谷チームリーダー

新村充 / 浅井克俊

活動日時：第1･2･3土曜日9:50～12:00鎌倉チーム 2005年10月～

活動日時：第2･4日曜日9:30～11:30吉祥寺チーム 2005年12月～

活動日時：第1･3土曜日10:30～12:30渋谷チーム 2005年12月～

green bird初の夜掃除がスタート
です！「歌舞伎町で遊ぶついで

にひと掃除」でも「掃除ついでに

歌舞伎町見学」でも。どちらもOK。
年齢・職業・性別・国籍etc.そん
なカテゴリーを全部越えてみんな

でワイワイ掃除しちゃいましょう。

新しい掃除の楽しみ方や新しい

歌舞伎町の楽しみ方の発見、間

違いなし！

歌舞伎町チームリーダー

杉山文野

歌舞伎町チーム 2006年8月～ 活動日時：第1･3月曜日19:00～20:00
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活動日時：月・木曜日 9:30～11:30、水曜日 10：30～11:30

Studentチームリーダー
嶋村千夏 / 室木花絵

Student チーム 2007年1月～ 活動日時：第1･3金曜日9:30～11:30

学生の集まる吉祥寺を舞台に、

今までボランティア活動に一歩踏

み出せないでいた人や興味を

持っていた人が気軽に参加でき

るような雰囲気を提供できるよう

にという思いで活動を始めました。

今では活動範囲を広げ、まだ支

部のない街に出張と題して出向

いたりと多くの学生を巻き込んで

楽しくゆるりと活動しています。

フランスパリ チーム 2007年1月～ 活動日時：不定期

いよいよ海を渡って、海外へ！

greenbird初の海外チームとして
スタートしたフランス・パリチーム。

凱旋門やエッフェル塔、セーヌ川

のほとりをキレイにおそうじするこ

とを夢見て、ゆっくりと活動を始め

ていこうと思います。みなさんの

ご参加をお待ちしております！ パリチームリーダー

関口良和



③ 活動 ～そうじイベント～

green birdは、定例のそうじ活動以外にも、

「ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！」のメッセージ発信のため

様々なイベントを主催・協力しています。

普段とは異なる場所や方法、イベント性を高めた

プロモーションを行うことで

より多くの人たちに対する活動の認知と

理念の共有化を目指しています。

ここでは、平成18年4月から平成19年3月までに

green birdが主催、または参加協力したイベントと

その活動の様子をご報告したいと思います。
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○第2回駒沢公園お花見そうじ （駒沢チーム）

駒沢チームの恒例行事となっている｢駒沢公園お花見そうじ｣を
今年も開催しました。
50名近い参加者と共に、まずは駒沢公園内をくまなくおそうじし、
その後、お花見宴会を開始。
普段はなかなか会う機会の少ない各チームのメンバー同士が
交流することができ、より一層みんなの仲も深めることができま
した。

［ 2006年4月2日 ］

10

○Earth Day Tokyo 2006 （表参道チーム）

4月23,24日と代々木公園で行われた｢Earth Day Tokyo｣に参
加しました。
例年green birdはこのイベントで活動のPRや携帯灰皿、ポスト
カードの配布、そして会場周辺のおそうじ活動を行っております
が、今年はそれらに加えて『マイエコバッグ』といういらなくなっ
た繊維をリサイクルした生地から作られた“完全循環型”エコ
バッグをチャリティグッズとして扱いました。

［ 2006年4月23,24日 ］

○活動報告

チャリティマイエコバッグ

○チャリティグッズ
・・・不要な繊維をリサイクルした生地から作られたエコバッグに、
ソトコト、タワーレコード、アースデー、green birdのスタンプを自
由に押してオリジナルエコバッグを作りました。

トークショー

○トークショー
・・・イベント2日目には、green bird代表のハセベがステージ上で
『ap bank dialogue』と題してGAKU-MCさん、小林武史さんと
トークショーを行いました。

③ 活動 ～そうじイベント～



11③ 活動 ～そうじイベント～

○緑の健康ウォーク （福岡チーム）

福岡市中央区舞鶴公園を拠点に、7キロコース、10キロコース、20キ
ロコースの3つのコースのウォーキング大会に参加しました。
会場内にgreen birdブースを設置し、それぞれのコースのスタート前
にステージにて福岡チーム代表の木下がgreen birdの趣旨や活動
の内容を説明。ウォーキングの出発点にてgreen birdメンバーが会
場を出発する人たちにゴミ袋を配布しました。
また、それぞれのコースの人が会場に戻ってきた際には、ゴミを拾っ
てきた人からゴミ袋を回収し、ブースにて分別を行いました。

［ 2006年4月29日 ］

［ 2006年5月3日～4日 ］
○第44回博多どんたく （福岡チーム）

5月3日、4日どんたくそうじJT｢ひろえば街が好きになる運動｣に参加し
ました。
期間中は、ゴミ拾いツール（ゴミ袋、軍手、ひろえば街が好きになる手
ぬぐい）を配布したり、携帯灰皿の配布、天神地区のゴミ拾い活動を
行いました。
今年は、この活動に積極的に参加してくれる人も多く、人出が本当に
多いこのイベントに反比例してキレイな会場を維持することができまし
た。

○MUSIC DAY 2006 駒沢公園 （駒沢チーム）

駒沢公園にて無料の野外ライブ｢MUSIC DAY｣が行われ、地元
駒沢で活動をするgreen birdも参加しました。第１回目となる今
回、green birdは会場内にブースを作り、活動のPR、そして駒
沢公園のそうじ活動を主に行いました。
また、ライブ終了後にはお客さまにも声をかけ会場周辺のそうじ
活動を一緒に行いました。

［ 2006年5月4日 ］

○Let’s 海nication！ （鎌倉チーム）

5月6日｢Let’s 海nication｣と題し、green bird鎌倉チーム、鎌倉
ライフガード、鎌倉アウトｒガークラブが共催でイベントを行いまし
た。
当日は、海をフィールドにする団体とのコラボということで、参加
者みんなでビーチクリーンを行い、その後はマリンスポーツを楽
しみました。

［ 2006年5月6日 ］
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○吉祥寺音楽祭 （吉祥寺チーム）

吉祥寺で毎年行われる｢吉祥寺音楽祭｣に、2005年に新しく誕
生した吉祥寺チームが参加しました。
吉祥寺駅北口に特設されたスーパーステージの脇にブースを出
展したり、ステージ上での活動PRをさせていただきました。
地元密着で活動を行っていきたいと考える吉祥寺チームにとっ
ては、green birdの存在を知ってもらう良い機会となりました。

［ 2006年5月6日 ］

③ 活動 ～そうじイベント～

○日曜そうじ『111企画』 （福岡チーム）

毎月第3日曜日の日曜そうじですが、今までに参加者100人を超
えたことが無いというメンバーの一言で、参加者目指せ111人企
画を行いました。
予想を超える人数が集まり、参加者は120人を超えました。大人
数で天神の街をそうじし、この日の天神はいたるところでグリー
ンバードが現れ、掃除をしていく日となりました。

［ 2006年5月21日 ］

○エコライフフェア （表参道チーム）

毎年6月は、6月5日「環境の日」を中心とした環境月間。
green birdは、6月3-4日と代々木公園で行われた｢エコライフフェ
ア｣に今年初めて参加しました。
会場内には、たくさんの企業やNPOのブースが出展され、エコに
対する取り組みが紹介されていました。いろいろと話したり、体
験することで環境のことを考える良い機会となりました。
そんな中、green birdは会場内、会場周辺のそうじ活動をするこ
とで活動PRを行いました。

［ 2006年6月3日,4日 ］

○筑前玄海さかなまつり‘06 （福岡チーム）

6月3-4日(土・日)福岡県宗像市の玄海灘で採れた新鮮な魚が
集まる鐘崎漁港で行われる『筑前玄海さかなまつり』に参加しま
した。会場にいる人にゴミ袋を配布し、ゴミを捨てないよう呼びか
けを行い、ブースでゴミを回収し、分別を行いました。
新鮮な魚をおなかいっぱい食べることができるステキなお祭り
で、 green birdメンバーも楽しみながら活動を行いました。

［ 2006年6月3日,4日 ］
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○「SHORT SHORT FIRM FESTIVAL」とコラボ朝そうじ
（表参道チーム）

毎年表参道で行われる｢SHORT SHORT FIRM FESTIVAL｣。
イベント期間中、スタッフは毎朝表参道のそうじ活動を行い、
green bird原宿表参道チームの朝そうじと重なる日には、コラボ
して一緒におそうじ活動を行います。
スタッフの中には俳優の別所哲也さんや外国の方も多く、いつも
と違った雰囲気の中、楽しくコミュニケーションをとりながら活動
を行いました。

［ 2006年6月8日 ］

③ 活動 ～そうじイベント～

○明後日朝顔キャラバン （福岡チーム）

九州国立博物館で活躍の日比野克彦さんが手がける「明後日
朝顔キャラバン」。
2007年の福岡打ち水大作戦でフィナーレをかざる大名紺屋町
に、違法駐輪・落書き防止を目的としてgreen bird福岡チームで
朝顔プランターを設置しました。

［ 2006年6月24日 ］

○OSHMAN’S×green birdコラボそうじ
（表参道、吉祥寺チーム）

昨年に続き恒例行事となりつつある、OSHMAN’Sとのコラボそうじ。
今年は、原宿表参道店と吉祥寺店と同時に開催しました。

［ 2006年6月25日 ］

原宿表参道編

○活動・・・原宿表参道への参加者約60名。3チームに分かれ
てオッシュマンズ原宿店がオープンするまでの約1時間、この
イベントのために作られたコラボTシャツを着て表参道をキレイ
にしました。

吉祥寺編

○活動・・・吉祥寺チームとしては、初のコラボイベント。
参加者約40名がオリジナルTシャツと身にまとい、吉祥寺の街の

清掃活動を行いました。その後、吉祥寺チームはこのイベント機
に、定例で月に1度オッシュマンズ吉祥寺店と清掃活動を行って

おります。
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○第16回北沢音楽祭 （下北沢チーム）

今年で16回目を迎えることになった｢北沢音楽祭｣。
このお祭りは、商店街、ライブハウス、行政、町会、地域周辺の
音楽関係者が一つにまとまり作られた下北沢最大の音楽イベン
トです。green bird下北沢チームは今年で3回目の参加となりま
した。

［ 2006年7月8日,9日 ］

パレード

○活動・・・北沢音楽祭のメインイベントの一つの環境美化パレー
ドにブラックボトムブラスバンドや地元の中学校のブラスバンド部
と共に参加。街行く見物客に携帯灰皿などを配布しながら活動の
PRも行いました。

geen birdナイト
○活動・・・今年はgreen bird独自でクラブを借り｢ green birdナイ
ト｣を開催。お笑い芸人のライブあり、ダンスショーあり、DJあり、
そして目玉はGAKU-MCと吉祥寺チームリーダー登坂亮太による

ライブで盛り上がりました。

③ 活動 ～そうじイベント～

○サントリー×green bird 『水育』出張授業 （表参道チーム）

7月7日green birdは、渋谷区立神宮前小学校でサントリー㈱と
共に、私たちが生活していく上で水がいかに大切かということを
学ぶ『水育』の出張授業を行いました。
大人が聞いても大変勉強になるこの授業。先生のお話、実験、
ゲームと子どもたちでも飽きずに集中して学べる授業で子どもた
ちの心に改めて水の大切さを印象づけることができたと思いま
す。

［ 2006年7月7日 ］

［ 2006年7月11日 ］
○片江小学校 総合学習 ｢環境｣授業 （福岡チーム）

green bird福岡チームでは、小・中学校の総合学習での「環境
意識を育む」活動を行っています。子どもたちが知識的に
環境を学ぶのではなく、地球を汚すこと・地域を汚すことはカッコ
悪いことだ！というメッセージで、道徳的観点からアプローチし
green birdのメッセージをよりシンプルに次世代を担う子どもた
ちに伝えています。
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［ 2006年7月15～17日 ］

○ap bank fes ’06 （green bird全体）

ap bankとは、「可能性ある新しい未来をつくろうとしている環境
プロジェクトに融資を行う」という目的で設立された組織。自然エ
ネルギー、省エネルギーなど環境に関するさまざまなプロジェク
トに融資をしています。今年もコンセプト「eco-reso」に共感した
アーティストや組織・団体が夏のつま恋に集まり、音楽＆環境
フェス「ap bank fes’06』が開催されました。緑のビブスに身を包
んだgreen birdも「eco-reso」を3日間体感して来ました。

［ 2006年7月14日 ］

○打ち水大作戦Cool With IMS （福岡チーム）

green bird福岡チームでは天神・大名地区を中心として気化熱に
よる地面の温度を下げ、風を起こすイベントである
「打ち水大作戦」を主催しています。7月14日の夕方前に天神の商
業施設イムズの前にて、2007年の活動をＰＲを行いました。
FBSのめんたいワイドで告知するため、多くの方が浴衣で参加。こ
の日はイムズの「Cool With IMS」の日で、館内の女性は
皆浴衣でした。浴衣で打ち水、翌日のふんどし男の山笠だけが博
多の祭りじゃありません。

③ 活動 ～そうじイベント～

○P.G.C.D×KOMPOSITION×green birdコラボそうじ
（表参道チーム）

㈱P.G.C.Dの創立記念日7月22日に、会社のある神宮前の街、
表参道への社会貢献ということで、午前中はgreen birdと表参
道のそうじ、午後はKOMPOSITIONと渋谷駅そばにある美竹公
園のそうじを行いました。参加者は、このイベントのために作ら
れたオリジナルＴ限定シャツを着、表参道を2班に分かれてキレ
イにしました。

［ 2005年7月22日 ］

○TBSラジオ×green bird （表参道チーム）

TBSラジオ｢環境を考えるキャンペーン：今日よりちょっといい、
明日を｣の一環として7月20日に表参道そうじを一緒に行いまし
た。当日はTBSラジオのスタッフだけでなく、ラジオの呼びかけを
聴いて参加してくれた方など総勢約40名が参加。

［ 2006年7月20日 ］
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○Slow Music Slow Live ‘06 in 池上本門寺
（green bird全体）

7月22-23日と2日間“Slow Music Slow Live ’06 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ゴミ箱前での分
別活動を行いました。
メッセージカード・携帯灰皿の配布、缶バッジへの寄付と同時に、
ステージの休憩時間を使ってgreen birdもステージ上から活動
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。

［ 2006年7月22日,23日 ］

○打ち水大作戦06 キックオフ （福岡チーム）

greenbird福岡チーム主催による福岡打ち水大作戦(http://f-
uchimizu.jp/) の2006年のキックオフを市役所ふれあい広場で、
アジア太平洋子ども会議の子どもたちととコラボレーション し
て行いました。正午頃、約400人の人たちと一緒に打ち水を行
い、夏の天神に風を起こし、多くの人にエコや地球のことを考え
るキッカケを提供しました。

［ 2006年7月22日 ］

③ 活動 ～そうじイベント～

○The Body Shop ｐｒｅｓｅｎｔｓ ビーチクリーンアップ＆
エコロジートーク （鎌倉チーム）

7月29日、通常活動している鎌倉を少し離れ腰越海岸でThe 
Body Shopの皆さんと一緒にビーチクリーンを行いました。
ビーチクリーンの後は、世界中を歩いて回り植樹しているポー
ル・コールマンさんの話を聞きました。活動後に環境に関する話
を聞けると、活動の価値が更に高まり良いイベントとなりました。

［ 2006年7月29日 ］

○東京ヴェルディ1969×green bird コラボそうじ
（green bird全体）

｢Ecology July｣と題して7月のホームゲームに、環境に関する様々な企
画・イベントを行ってきた東京ヴェルディ1969。7月26日の試合終了後
に行ったスタジアム・クリーニングをgreen birdがサポートしました。
スタジアム入口に設置したブースにて、入場してくるサポーターにスタ
ジアムクリーニングの協力をお願いしながらゴミ袋を配布。試合終了後、
拾ってくれたゴミを回収、分別を行いました。

［ 2006年7月26日 ］



○ＳＵＧＡＴＡ×green bird鎌倉 （鎌倉チーム）

YOGAスタジオ｢SUGATA｣とのコラボイベントとして、由比ガ浜
から材木座まで約1ｋｍのビーチクリーンを行った後、ビーチにて
YOGA教室を開きました。ちょうど行った時間帯が夕日が沈む
少し前で最高のロケーションにて参加者はみなリラックスして
ビーチヨガを楽しみました。

［ 2006年8月5日 ］

○歌舞伎町チーム活動スタート （歌舞伎町チーム）

8月6日、待ちに待ったgreen bird歌舞伎町チームの活動がス
タートしました。
オープニングイベントは、｢歌舞伎町スター公開オーディション｣と
のコラボでおそうじ活動を行いました。当日の参加者は、100名
を軽く越え、準備していたおそうじ道具が足りなくなるほど。
また、参加者の顔ぶれは、歌舞伎町ならではのニューハーフの
お姉さまからオナベさん、ちょっと怖そうなお兄さんなどなど職業、
年齢、国籍、性別にとらわれずバラエティに富み、大変盛大にス
タート切ることができました。

［ 2006年8月6日 ］

17③ 活動 ～そうじイベント～

○兄弟NPO｢gentle one｣発信によるパーククリーンに参加
（green bird全体）

家族・カップル・友達同士で思い思いの余暇を過ごし、学生や
個人がジョギングやスポーツを楽しみ、飼い主がペットと一緒
に楽しい時間を共有する場所である「公園」で、すべての利用
者が当たり前のようにポイ捨てをやめる、ゴミを持ち帰ることの
“気付き”を与えることができたらと、兄弟NPO「gentle one」発
信によるプロジェクトにgreen birdも参加。各チームの地元公
園の清掃活動を行いました。

［ 2006年8月6日,12日 ］

○福津｢真夏の海のカーニバル06 ｣ （福岡チーム）

福岡県福津市は合併する前は津屋崎町と福間町。津屋崎町の
海岸は日本で始めて「海ガメ課」を作ったほどのキレイな砂浜の
ビーチ。「キレイな海をそのままで残そう！」と、ビーチを会場に行
われるお祭りにgreen birdも参加。来場者へメッセージを発信し
ました。
お祭りではそうじ以外にスイカ割りやビーチフラッグなども行い、
たいへん楽しいイベントとなりました。

［ 2006年8月6日 ］



18③ 活動 ～そうじイベント～

○わんぱく大作戦 （福岡チーム）

福岡市中央区地行のホークスタウン内遊具施設「グラーダバーン」で、
アーティストの卵集団「アートバーズ」とともに、子どもたち向けイベント
「わんぱく大作戦」を実施しました。 「グラーダバーン」で楽しく遊びな
がら、アートやエコにふれあうイベントです。みんなで絵を描いたり、地
球温暖化の紙芝居を見たり、自分のひしゃくに絵を描いて打ち水をし
たり、総勢120名もの子どもたちと楽しい時間を過ごしました。

［ 2006年8月7日 ］

○福岡打ち水大作戦2006 フィナーレ （福岡チーム）

福岡打ち水大作戦のフィナーレは、green birdのみんなで朝顔プラ
ンターを設置した福岡市中央区大名紺屋町で行いました。
紺屋町商店街の皆さんや一般の方など、浴衣を着た人たちと一緒
に夏の天神・大名を冷やしました！

［ 2006年8月10日 ］

○アビスパ観戦 （福岡チーム）

8月19日(土)、green bird福岡チームは地元で活躍するアビス
パ福岡から招待を受け、みんなで応援しようと「観戦＋おそう
じ」活動してきました。
福岡空港から博多の森競技場までそうじをし、みんなで試合を
観戦するというコース。これをキッカケにアビスパ福岡とグリー
ンバードで、地元を盛り上げ地域貢献をする活動を行っていけ
ることを期待しています。

［ 2006年8月19日 ］



○原宿表参道元氣祭スーパーよさこい2006 （green bird全体）

8月26日（土）・27日（日）の2日間、明治神宮内原宿口ステージを中心に、全国各地から集
結したよさこいチームのパフォーマンス、また代々木公園よさこい広場では物産展などが行
われました。
期間中、green birdは仮設ゴミ箱の設置、表参道の清掃、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。

［ 2005年8月26,27日 ］

○活動報告

green bird &協賛5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（ポストカードや携帯灰皿の
配布。ボードメッセージ掲出etc）

○協賛5社ブース
・・・協賛5社の環境に対する取り組みを紹介

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。さらに、よさこいパレードの最後尾
につき、、地山車での呼びかけ、来訪者へ
のポストカード、携帯灰皿を配布

19③ 活動 ～そうじイベント～



［ 2006年9月1日～3日 ］

○サンセットライブ2006 （福岡チーム）

「夕日のキレイな海をずっと大切にしていこう」というコンセプトで
始まったサンセットライブ。
福岡市の隣にある糸島郡志摩町の隅っこに全国各地から何万
人もの人が訪れ、音楽に酔いしれます。green birdは、「音楽」と
「海」を愛する人たちにメッセージを伝えるため、携帯灰皿を配布
をしたり、会場をそうじしたりと、「音楽」を楽しむだけのイベントで
はなく、海も心もきれいにして、その瞬間を楽しむ演出を行ない
ました。参加者は皆大満足で充実した3日間でした。

20③ 活動 ～そうじイベント～

［ 2006年9月9日 ］

○警固カフェ2006 （福岡チーム）

2006年より発足した「We Love 天神協議会」によるまちづくり
の一環で、福岡市中央区天神のど真ん中、警固公園に2006
年もカフェオットーとgreen birdのオープンカフェが登場。
green birdメンバーがカフェスタッフとの一員となり、携帯灰皿
やポストカードの配布、公園そうじなどと通じて、たくさんの人
にメッセージを発信しました。

［ 2006年9月14日 ］

○天神クリーンデー始動 （福岡チーム）

「We Love 天神協議会」主催の「天神クリーン
デー」がスタート。現在も毎月14日には、一般会員
としてgreen bird福岡チームは天神クリーンデーの
運営をお手伝いしています。

［ 2006年9月16日～18日 ］
○天神ピクニック2006 （福岡チーム）

天神地区のエリアマネジメント組織「We Love 天神協議
会」が主催する「天神ピクニック」。歩行者専用道路の設
置による歩くのが楽しいまちづくりや、走行する自転車を
押して歩いてもらう“おいチャリ” などとともに、街のおそ
うじを実施。green birdは、おそうじ部隊に参加しました。
ＷＬＴのＴシャツを着て天神地区をそうじしたり落書きを消
したりしました。



○第4回富士山清掃体験ツアー （green bird全体）

今年で4回目を迎えた富士山そうじ。4回目にして初めて大型バス
が2台となり、総勢約100名での大イベントとなりました。
例年に比べてゴミが少ないと感じた今回の富士山そうじ。富士山
が世界遺産になる日が早く来ることを、参加者一同願いました。

［ 2005年9月23日 ］

○活動報告

富士山五合目清掃活動

○清掃活動
・・・例年通り5合目までバスで行き、5合目を中心にそうじ。元気
のある人は6合目まで登ったり、茂みの中に勇敢に入ってゴミを

拾ったりと、みな思い思いの場所をキレイにしました。

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 ・フジテレビ
・一青窈 ・テレビ東京
・中嶋マコト ・美容室ビリー
・東京ヴェルディ1969
・日テレ・ベレーザ
・テレビ朝日 *順不同

21③ 活動 ～そうじイベント～

○東京ヴェルディ1969×green bird （下北沢チーム）

国立競技場での試合後、東京ヴェルディ1969のスタジアムク
リーンをサポートしました。前回からの反省点になっていたゴミ
の分別を徹底するために、分別説明ボードを、東京ヴェルディ
のスタッフの方に制作してもらいました。それが想像以上に効
果を発揮して、前回とは比べようがないくらいに分別が行われ
ました。今後、このような活動を継続していければスタジアム
はキレイで楽しい場所となっていくのはないかと思います。

［ 2006年9月30日 ］



○フェスタ原宿 （表参道チーム）

渋谷区立神宮前小学校で行われた、地域活性化事業の一環
である『フェスタ原宿』に参加しました。『フェスタ原宿』は渋谷
区の地域活性化事業の一環で、green birdは昨年同様、小学
生を対象とした環境エコクイズを行いました。

［ 2006年10月14日 ］
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［ 2006年10月14日,15日 ］
○ミュージックシティ天神2006 （福岡チーム）

福岡市中央区天神エリアで行われた『ミュージックシティ天神』
に参加しました。
天神を音楽の街にしよう！というこのイベントでは、天神のいた
るところにステージが造られ、様々なアーティストの演奏をもち
ろん無料で観賞できます。今年で3回目の参加となる福岡チー
ム。ミュージックシティ天神の配布物を入れる公式の袋はgreen 
birdのデザインが！
両日ともゴミ拾いそうじをしたり、路上のガムをやっつけたり、最
後に音楽を楽しんだりしました。

［ 2006年9月30日,10月1日 ］

○TOKYO WALKER × green bird “もっと渋谷が好きになる”
（渋谷チーム）

渋谷チーム初のイベントとなったこのイベント。TOKYO WALKERさんと
のコラボで、9月30日（土）と10月1日（日）の2日間、渋谷の街を好きにな
る“きっかけ”作りを行いました。
イベント会場では、ステージに上がって活動PRを行い、通常とは異なる
おそうじコースを約1時間おそうじ。そうじ終了後は、お笑いライブを見た
り抽選会に参加しながらエコバッグキャンペーンを実施しました。

③ 活動 ～そうじイベント～

［ 2006年10月7日 ］

○アビスパ福岡観戦そうじ vol.2 （福岡チーム）

地域社会の貢献として、「green birdとコラボレートがしたい！」と
いうアビスパ福岡と企画し、おそうじ後にそのまま試合を観戦
するアビスパ福岡観戦そうじを始めました。福岡空港から博多の
森球技場までの道のりをそうじし、ご提供いただいたチケットで
アビスパ福岡を応援しました。



○ハローハロウィンパンプキンパレード2006
（green bird全体）

表参道では毎年の恒例行事となった「ハロウィン パンプキ
ンパレード」も、今年で24回目。当日は、新しくgreen birdの
仲間となった、「プロアクティブ」でお馴染みのガシー・レン
カー・ジャパン㈱のロゴ入りビブスを初着用し、総勢約50名
にて、子どもたちがかわいい仮装したパレードの最後尾に
ついて、携帯灰皿を配布したりそうじしながらの参加。また、
パレード終了後には2班に分かれて表参道を1周おそうじを
行いました。

［ 2006年10月29日 ］
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［ 2006年10月22日 ］
○アースデーマーケット （表参道チーム）

毎月一度、代々木公園のケヤキ並木で開かれる『アースデーマー
ケット』。
10月22日（日）に行われた2006年最後のアースデーマーケットに、
green birdは初めて参加＆出展してきました。無農薬野菜や手作り
の加工品、エコ雑貨などたくさんの販売ブースが並ぶ中、green bird
は活動のPRや会場周辺のおそうじ活動を行いました。
また、表参道チームなどの活動に参加した際に配られる地域通貨
『アースデーマネー（ｒ）』が使えるため、参加者は日頃の活動で貯
まったアースデーマネーを使って、思い思いの野菜や雑貨など購入
して今回のイベントを満喫しました。

○『環の音楽～music in the park～』 （駒沢チーム）

『環の音楽～music in the park～』に参加するのは、今回で2
回目。5月に行われた『music day』以来です。「公園で音楽を
楽しむ」というありそうでなかったシチュエーション。おいしい空
気も吸って気持ちよ～くなったところで、ちょっと自分の周りの
環境問題について考えてみよう、ポイ捨てってカッコ悪いん
じゃない？って気づいてみたりするきっかけになればいいな、
と思い、今回も参加しました。
当日は、会場周辺のおそうじはもちろん、ステージ上で活動
PRなども行い、ライブ終了後にはお客さまも一緒に会場内の
ゴミを拾い、キレイな公園のままイベントを終了することができ
ました。

［ 2006年11月3日 ］

③ 活動 ～そうじイベント～
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○ 東洋大学「朝華祭」 （表参道チーム）

11月4日（土）に行われた東洋大学『朝華祭』に参加しました。
green birdは入り口受付そばのとても良い場所にブースを出
展させていただき、活動PRやgreen birdと協賛企業である
「Proactive」に関するアンケート、そして午後からはキャンパ
ス内や学校周辺のおそうじ活動を行いました。

［ 2006年11月4日 ］

○green bird×夜鳥の界 コラボそうじ
（歌舞伎町チーム）

green bird歌舞伎町チーム初！歌舞伎町界隈のホストで構成
されるボランティアグループ「夜鳥の界」とのコラボレーション
そうじを開催しました。当日は50名を超える参加者でスター
ト！歌舞伎町ならではの参加者もいたりで、普段なかなか出
会うことのない人たちとのコミュニケーションを楽しみながら、
夜の歌舞伎町をたのしくキレイにおそうじしました。

［ 2006年11月20日 ］

③ 活動 ～そうじイベント～

○アビスパ福岡祭り （福岡チーム）

福岡市東区香椎にあるアビスパ福岡社屋前のグラウンドで行
われた、アビスパの選手参加型のイベントに賛同しました。
会場内にブースを設置し、エコメッセージを発信するとともに、
来場した子どもたち全員参加できる「宝探しゴミひろい」という
イベントを行いました。会場内にゴミと一緒に宝を設置、子ども
たちが楽しくゴミ拾いができる仕掛けを行いました。イベント
終了時には会場を清掃する必要がないほど、ゴミがひとつも
ありませんでした。

［ 2006年11月12日 ］

○明治大学「生明祭」 （下北沢チーム）

毎日通っている生田キャンパスに対する感謝の気持ちを表現
するため、明大生を中心にメンバーを募り、キャンパス内の清
掃活動にgreen birdも参加協力してきました。ブースをの出展
以外に、イベントステージで活動PRを行いました。

［ 2006年11月26日 ］



25③ 活動 ～そうじイベント～

○ アビスパ福岡観戦そうじ vol.4 （福岡チーム）

アビスパ福岡とgreen birdのコラボレーションそうじ。福岡を
愛する者同士、とても有意義なイベントです。福岡空港から
博多の森球技場までの道のりをそうじし、いただいたチケッ
トでアビスパ福岡を応援しました。

［ 2006年12月2日 ］

○ クリスマス表参道クリーンアップ大作戦 （表参道チーム）

毎年恒例行事となったクリスマス表参道クリーンアップ大作戦。
今年も60名を越えるたくさんの方が参加！表参道を2班に分
けて、約2時間ほどの清掃活動を行いました。
また、清掃終了後には、こちらも恒例となった｢クリスマスプレ
ゼントジャンケン大会｣を行いました。
今年は、㈱キデイランド、㈱生活の木、ガシー・レンカー・ジャ
パン㈱、原宿表参道欅会の方々にご協力をいただき盛大に
終えることができました。

［ 2006年12月23日 ］

○ GOMI IS ART （福岡チーム）

大村ファッションデザイン専門学校生とコラボレートして、ゴミ
ファッションパレード&そうじをするという「GOMI IS ART」を行
いました。クリスマスで人が溢れる天神・大名地区を「ポイ捨て
はカッコ悪い！」と叫びながら練り歩きました。もちろんおそう
じをしながら、道ゆく人々にポッケロを配ったりするなど、多く
の人にgreen birdのメッセージを発信しました。

［ 2006年12月24日 ］

○年末大そうじ （福岡チーム）

1年間お世話になった警固公園に感謝の意味も込めて、
年末そうじを実施。
green birdが呼びかけて天神地区の商業施設の方をはじめ
総勢80名でおそうじしました。そうじ後には豚汁がふるまわ
れ、冷えた身体を暖め、１年間の活動を締めくくりました。

［ 2006年12月24日 ］
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○ Studentチーム活動開始！ （Studentチーム）

1月5日(金）、学生主体に活動するStudent チームの活動がい
よいよスタートしました。
当日は、学生を中心に約50名もの参加者が集まり、吉祥寺の
街を2班に分かれて清掃活動を行いました。初めてgreen bird
の活動に参加する人も多く、この活動がきっかけで環境のこと
を考えてくれたら、と思います。

［ 2007年1月5日 ］

③ 活動 ～そうじイベント～

○アビスパ福岡観戦そうじ vol.．5 （福岡チーム）

アビスパ福岡とgreen birdのコラボレーションそうじ。福岡を愛
する者同士、とても有意義なイベントです。福岡空港から博多
の森球技場までの道のりをそうじし、いただいたチケットでア
ビスパ福岡を応援しました。

［ 2007年1月21日 ］

○ リサイクル課外授業 greenbird×サントリー （全体チーム）

「水育（みずいく）」に関する環境授業。いつもの先生に代わって、サン
トリー（株）のお姉さんから、軟水と硬水の違い・「水」の大切さ・水を守
る森の役目などを、みんなで楽しく、真剣に勉強しました。
私たちが生きていく上で欠かすことのできない「水」。蛇口をひねれば
当たり前に出てくると思っていますが…。実は、海や地下水を含めた
地球全体の水の中で僕たち人間が飲めるのはたった0.02％!!
このわずかな量を全世界で共有しなければならないという現実に、子
どもたちだけでなく、僕らも驚かされてしまいました。

［ 2007年1月29日 ］
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○ 笹塚小学校サントリー武蔵野工場見学 （green bird全体）

昨年も行った笹塚小学校の6年生と行くサントリー武蔵野工場見
学を行いました。1月に行った｢水育｣の授業を踏まえ｢水の大切
さ｣、また工場で推進しているリサイクル活動が実際どのように取
り組まれているかを見学してきました。
子どもたちが真剣に資源やリサイクルについて考えている様子
が非常に印象的でした。

［ 2007年2月2日 ］

［ 2007年2月18日 ］

○東京マラソン2007 （吉祥寺チーム）

今年から始まったアジア最大級のマラソン大会｢東京マ
ラソン2007｣。残念ながら、スタート時には雨が降ってし
まいましたが、green birdはゴール付近に設けられたイ
ベント会場にてブースを出展し、活動をPR。雨が止ん
だ午後からは会場付近の清掃活動を行いました。

③ 活動 ～そうじイベント～

○｢しもきた天狗祭り｣ （下北沢チーム）

明治時代から続いている『しもきた天狗祭り』は、天狗道中が
下北沢の街を｢福は内！福は内！｣と練り歩きながら豆をまき
ます。green birdは、そのまかれた豆を商店街の人と共にお
掃除しました。普段のゴミ拾いと違って、踏まれて“きな粉”に
なった豆を履くのは大変ですが、商店街や地元の方々に活動
をPRする良い機会となりました。

［ 2007年2月3日 ］

［ 2007年2月20日 ］

○福岡市城南区片江小学校 総合学習講師
（福岡チーム）

福岡チームでは、小・中学校の総合学習での「環境意識を
育む」活動を行っています。子どもたちが知識的に環境を
学ぶのではなく、「地球を汚すこと・地域を汚すことはカッコ
悪いことだ！」というメッセージで、道徳的観点からアプロー
チし、green birdのメッセージをよりシンプルに次世代を担
う子どもだちに伝えています。
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○ 最後の日曜そうじ （福岡チーム）

福岡チームが発足して3年半、日曜そうじが始まってちょうど3年。
4月からは｢土曜そうじ｣に変更となるため、3月18日（日）が最後の日曜そ
うじとなりました。活動日が変わることで、新たな参加者も増えたり、活動
の輪が広がったりと、期待が大きく膨らみます。

［ 2007年3月18日 ］

［ 2007年3月18日 ］

○セントパトリックスデー （表参道チーム）

毎年恒例行事の一つ｢セントパトリックスデー｣。
例年通り、パレードの最後尾につき携帯灰皿や｢プロ
アクティブ｣×｢東京ベルディ1969｣のミニミラーを配布
しながらも、歩行者天国となった表参道の清掃活動
をおこないました。パレード終了後には、参加者の皆
さんと共に歩道を中心としたそうじを行いました。

③ 活動 ～そうじイベント～

○｢エビスカ～行動から未来につなげよう～｣

（Studentチーム）

学生チーム初のコラボそうじということで、NPO法人｢Good 
Day｣と一緒に恵比寿そうじ｢エビスカ｣に参加しました。
通常活動を行っていない恵比寿界隈は、キレイでオシャレな
街の雰囲気ではありますが、意外にゴミが多かったものの、
多くの参加者と共にそうじを通して良いコミュニケーションを取
ることができました。

［ 2007年2月24日 ］



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制作は「中村秀樹」です。
●新聞：『東京新聞』『日本経済新聞』
●雑誌：『ソトコト』（代表長谷部による連載）、『Tokyo Walker』、『anan』、

『Lingkaran』、『ecocolo』ほか多数
●ラジオ：J-WAVE（81.3）ほか
●テレビ：ＴＢＳ『デジ缶』、テレ東『マヨカラ』ほか

29③ 活動 ～メディア～

http://www.greenbird.jp


③ 活動 ～街メディア～

上記のメッセージカードは、イベント時に配ったり、都内のSHOPラック（約300ヵ所）にて展示・配布しています。
イラストは「寄藤文平」、コピーは「中村聖子」作です。
また、今期新しく作った2枚の内、イラスト版は｢平尾香｣、パリブログ版は｢VCLトーマス｣作です。

［ メッセージカード ］

［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」、有楽町「マ
リオンビジョン」、渋谷「109フォーラムビジョン」、池袋
「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。

30
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1口金額：100万/年 （原則として）

サントリー㈱/5口、日本たばこ産業㈱/5口
㈱NMNL/3口、
ガシー・レンカー・ジャパン㈱/2.5口
商店街振興組合原宿表参道欅会/2.5口

［ A協賛金 ］

［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100万円／年の「A協賛金」、
１口20万円／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㈱、携帯灰皿（ポッケロ）は、
日本たばこ産業㈱から
協賛品としてご提供
いただいております。

［ green birdオフィシャル缶バッジ ］

2003年5月の団体発足以来、キレイな地球を守っていく仲間であ
ることのシンボルマークとして、greenbirdキャラクターがデザインされた
オリジナル缶バッジを販売しています。
これまで前頁にてご紹介してきたようなイベントでの活動PRグッズとして、
おそうじ体験授業などで小学校訪問した際の子どもたちへの
プレゼントとして、さまざまなシーンでgreenbirdと街行く生活者の皆さまを
結びつけいます。
なお、バッジの売上はgreenbirdへの寄付金とさせていただき、
活動資金として、大切に活用させていただいております。

1口金額：20万/1イベント （原則として）
㈱TBSラジオ&コミュニケーションズ/0.5口、
㈱コスモ・コミュニケーションズ/0.5口

［ B協賛金］

1口金額：1万/年 (原則として）
表参道ヒルズ/22口、日本サムスン㈱/2口
マツムラアヅサ/5口

［ C協賛金］

31③ 活動～‘協賛’～



［ 定例そうじ ］

［ そうじイベント ］

延べ約60万人の人たちと接触しました！！

[ 配布 ]

合計
598,943枚（個）

合計 5,949名
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601398114117541474433////
歌舞伎町
（2回/月）

424573221463215247421183153
渋谷
（2回/月）

112221773/////////
吉祥寺Students Day
（2回/月）

3810416348504941332501516
吉祥寺
（2回/月）

34617363636144039434711819
鎌倉
（3回/月）

46353443154275137424053256
駒沢
（4回/月）

1,367188131156909812891120901059872
福岡天神
（8回～10回/月）

36681243622552392226302819
下北沢
（4回～5回/月）

1,8891811573081891539987198166123114114
原宿表参道
（12回～13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

2,762910653520102222720834387172114福岡

1,26460304785927211621716512198161
原宿表参道/下北沢/駒沢/鎌倉
/吉祥寺/渋谷/歌舞伎町

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 4,026名

//505,000都内約200箇所、福岡約90箇所

32,97710,96650,000全8チーム

ポッケロ缶バッチポストカード

③ 活動 ～おそうじ・イベント参加人数～



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 14,346     18,095       
預金 4,904,046 11,022,852 

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

流動資産合計 5,118,392 11,240,947 
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） 1,168,274 1,488,754   

固定資産合計 1,274,274 1,594,754   
資産合計 6,392,666 12,835,701 

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

未払金（注記5） -             2,928,750   
預り金 15,000     15,000       
未払費用 42,655     71,529       

流動負債合計 57,655     3,015,279   
負債合計 57,655     3,015,279   
正味財産 6,335,011 9,820,422   

 前会計年度末
（平成１８年３月３１日）

 当会計年度末
（平成１９年３月３１日）

平成１８年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

その4．第４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） 未払金（注記5） -                2,928,750    
現金 14,346        18,095        預り金 15,000        15,000        
預金 4,904,046    11,022,852   未払費用 42,655        71,529        

棚卸資産（注記2） -                -                流動負債合計 57,655        3,015,279    
前払費用（注記3） 200,000       200,000       負債合計 57,655        3,015,279    

流動資産合計 5,118,392    11,240,947   Ⅲ 正味財産の部

２ 固定資産 前期繰越正味財産 2,653,199    6,335,011

建物附属設備（注記4） 106,000       106,000       当期正味財産増加額 3,681,812 3,485,411    

工具器具備品（注記4） 1,168,274    1,488,754    正味財産合計 6,335,011 9,820,422    

固定資産合計 1,274,274    1,594,754    
資産合計 6,392,666    12,835,701   負債及び正味財産合計 6,392,666    12,835,701   

（単位：円）

 前会計年度末
（平成１8年３月３１日）

 当会計年度末
（平成１9年３月３１日）

      

 前会計年度末
（平成１8年３月３１日）

 当会計年度末
（平成１9年３月３１日）

平成１８年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

その4．第４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7） 19,755,458   
３ 補助金 -               
４ その他 2,636          
経常収入合計 19,760,536   

Ⅱ 経常支出の部
１ 事業費

環境美化及び保全事業 2,222,365    
人材育成事業 -               
イベント企画・開催事業 441,220       
調査研究事業 350,219       
普及・啓蒙事業 5,259,195    
雑費 -               8,272,999    

２ 管理費
役員報酬 -               
給与手当 3,127,240    
外注費（管理） 283,500       
荷造運賃発送費 242,364       
広告宣伝費 -               
会議費 163,634       
通信費 837,337       
消耗品費 457,868       
水道光熱費 262,267       
支払手数料 15,014        
リース料 172,620       
地代家賃 2,400,000    
雑費 40,282        8,002,126    

経常支出合計 16,275,125   
経常収支差額 3,485,411    

Ⅲ その他資金収支の部
１ 財務収支
２ その他収支

事務所備品購入支出 (320,480) (320,480)
その他資金収支差額 (320,480)
当期資金収支差額 3,164,931
前期繰越資金 5,060,737
次期繰越資金（注記6） 8,225,668

 当会計年度
（平成１８年４月１日から
平成１９年３月３１日まで）

平成１８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４期収支



注記事項 
1. 現金預金

（単位：円）
平成18年3月31日現在
普通預金（三菱東京UFJ銀行 原宿支店） 4,904,046       

平成19年3月31日現在
普通預金（三菱東京UFJ銀行 原宿支店） 11,022,852     

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 29,221            6,821             
受入数量 434,000          560,000          
配布数量 456,400          555,000          
期末棚卸数量 6,821              11,821           

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 33,244            30,566           
受入数量 -                    -                   
配布数量 2,678              10,966           
期末棚卸数量 30,566            19,600           

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 20,477            11,977           
受入数量 80,000            30,000           
配布数量 88,500            32,977           
期末棚卸数量 11,977            9,000             

4）軍手（単位：個）     （株）ＮＭＮＬ
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 700                1,060             
今期受入数量 2,000              3,000             
配布数量 1,640              1,310             
期末棚卸数量 1,060              2,750             

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 1,800              3,600             
受入数量 28,000            19,000           
使用数量 26,200            21,100           
期末棚卸数量 3,600              1,500             

その4．第４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 50                  -                   
配布数量 50                  -                   

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 12                  10                 
受入数量 265                330               
配布数量 267                328               
期末棚卸数量 10                  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

期首棚卸数量 215                -                   
配布数量 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                665               
受入数量 265 500               
期末棚卸数量 665                1,165             

3. 前払費用
（単位：円）

平成18年3月31日現在
平成18年4月分事務所前払家賃 200,000          

平成19年3月31日現在
平成19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
期首残高 86,761            738,849          
購入 -                    205,794          
売却除却 -                    -                   
減価償却費 10,494            163,532          
期末残高 76,267            781,111          

当会計年度 建物附属設備 工具器具備品
期首残高 76,267            781,111          
購入 -                    320,480          
売却除却 -                    -                   
減価償却費 10,494            175,550          
期末残高 65,773            926,041          
 （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. 未払金
（単位：円）

平成19年3月31日現在
ｳﾞｨｼｰｴﾙ･ﾄｰﾏｽ有限会社 1,498,750       ﾃﾞｻﾞｲﾝ制作等
有限会社ｱｯｾ 630,000          制作物制作費
株式会社ﾌﾞｰﾑ･ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 500,000          ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ印刷費
有限会社ﾌﾘｰﾌｧｸﾄﾘｰ 200,000          ｲﾍﾞﾝﾄ企画及び運営費
有限会社ｱﾙﾄﾍﾞｸﾀ 100,000          ｳｪﾌﾞ制作費

6. 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 18,095            
預金 11,022,852      
前払費用 200,000          
未払金 (2,928,750)
預り金 (15,000)
未払費用 (71,529)
期末資金残高 8,225,668        
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7. 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。
また、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寄付金を受けました。

Ａ協賛金
サントリー（株） 5,000,000       
日本たばこ産業（株） 5,000,000       
（株）ＮＭＮＬ 3,000,000       
ガシー・レンカー・ジャパン（株） 2,500,000       
商店街振興組合原宿表参道欅会 2,500,000       

18,000,000     

Ｂ協賛金
（株）コスモコミュニケーションズ 100,000          
（株）TBSラジオ＆コミュニケーションズ 100,000          

200,000          

Ｃ協賛金
表参道ヒルズ 220,000          
マツムラアズサ 50,000           
日本サムスン（株） 20,000           

290,000          
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平成19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 birdも４期を終えることができました。

本当にありがとうございます。

４期目には、ついに、夜にそうじをする歌舞伎町チームが、
初海外ということで、パリチームが立ち上がりました。

また、活動拠点を持たない学生チーム
なるものもできました。
徐々にではありますが、

確実に活動の輪が広がってきています。

５期目も、green birdらしく、楽しみながら、
ほどほどに暑苦しく、ロックンロールな気分で
活動の輪を広げていきたいと考えています！

これからも、どうぞよろしくお願いします。


