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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参加型ボランティアプロジェクト。

「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、

フランス・パリ、そして今期は新しく長崎と

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、

広く啓発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 2,651名
・ メルマガ登録者数 2,439名 （平成20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
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：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/砂押悠子

[ 九州／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20年3月末日現在

[ 九州／長崎チーム ]
平成19年9月～

リーダー：吉田いつか

mailto:information@greenbird.jp


② 組織 6

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

てやウンチの置き去りがなく、

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～
＊2008年5月より活動日変更



③ 組織 7

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

光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

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超えてみんな

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 / 砂押悠子

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

＊夏季は活動時間が変更



② 組織 8

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

Students 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興味を

持っていた人けど一歩踏み出せ

ないで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

部のない街に出張し多くの学生を

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（月1回）

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

長崎チームリーダー

吉田いつか

長崎 チーム 2007年10月～ 活動日時：毎月第2･3・4木曜日20:00～

長崎は観光の街。長崎に足

を運んだ人が、長崎はキレイ
な街だなぁと思ってもらえる

ような、街づくりをしていきた

いと思っています。緑のビブ
スを着た、メイクバッチリのお

姉さま団体を見かけたら、そ
れは長崎チームです。気軽

に声をかけてくださいね。

＊2008年4月よりリーダー交代



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19年4月から平成20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3回駒沢公園お花見そうじ （駒沢チーム）

今年で3回目となる駒沢チームの恒例行事の「お花見そうじ」。
今回は、そうじ自体を楽しもう！ということでオリエンテーリング
そうじを開催！ポイントをたくさんとったチームには、景品をプレ
ゼントなど、より一層楽しくそうじを行いました。
そうじ後は、もちろん満開の桜の下、大宴会を行い、子どもから
大人まで分け隔てなく楽しい時間を過ごしました。

［ 2007年4月1日 ］
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○Earth Day Tokyo 2007 （表参道/渋谷チーム）

4月21,22日と代々木公園で行われた｢Earth Day Tokyo｣に今
年も参加しました。
今年は、2日間で計4回のそうじを実施。もちろんそうじ以外にも
ブースでは、「ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！」のPR。来場者数
が2日間で12万人というこのイベントでは、green birdの活動に
興味を持ち、熱心に耳を傾けてくれる方が多く、仲間を増やす
良い機会となりました。

［ 2007年4月2１、22日 ］

○活動報告

チャリティエコバッグ

○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。

③ 活動 ～そうじイベント～

活動PR

○ステージPR
・・・2日目には、野外ステージ上にて活動PRを行いました。
また、ブースでもポストカードを配布するなどのPR活動を行い
ました。

○Tokyo Walker×green bird歌舞伎町そうじ
（歌舞伎町チーム）

3月31日、4月1日と新宿で東京ウォーカープレゼンツ｢もっと新
宿☆新☆発見！スペシャルイベント｣にgreen birdも参加してき
ました。お笑いあり、歌ありのイベントを楽しんだ後、新宿の街の
清掃活動を行いました。

［ 2007年4月1日 ］



11③ 活動 ～そうじイベント～

○全緑疾走｢東京ヴェルディ1969×greenbird」
（green bird事務局）

東京ヴェルディ1969のホームゲーム終了後に行われたスタジア
ムクリーンをお手伝いしてきました。試合自体は残念な結果でし
たが、たくさんのサポーターの皆さんに集まっていただき、総勢
60名にて国立競技場の周辺をおそうじをしました。試合終了後
ということで、辺りはスッカリ暗くなっていましたが、分別までしっ
かりと行いました。サポーターの聖地であるスタジアムを大切に
することから、社会や日常がよりよい方に変わっていくように、
green birdもお手伝いしていきたいと思います。

［ 2007年5月3日 ］

○「全国同時多発エコ！」 （green bird事務局）

5月3日を｢ゴミの日｣と称した全国各地で同日、同時
刻にそうじをするという｢100万人の5･3（ゴミ）拾い｣に
参加しました。
green birdとしては新宿と渋谷・表参道の2チームに
分かれて活動し、新宿では参加者が80人を越える大
所帯となり、このゴミ拾いをキッカケにたくさんの仲間
と出会えたり、もちろん大量のゴミも拾い街をキレイに
することができ大成功に終えることができました。

［ 2007年5月3日 ］

○4月の土曜そうじ （福岡チーム）

2007年の4月から、それまで月1回行っていた日曜そうじが土曜
日そうじに変更になりました。
福岡一の繁華街｢天神｣は、土曜の昼間となれば人が溢れか
えっていましたが、そんな中40名もの参加者が集まりました。

［ 2007年4月21日 ］

○アビスパ福岡観戦そうじvol.７ （福岡チーム）

4月7日、アビスパ福岡vs東京ヴェルディ1969の観戦そうじを行
いました。対戦相手は東京のgreen birdでお馴染みのヴェル
ディということで、green bird的にもおもしろい対戦。結果は2-1
でアビスパ福岡の勝利！
試合終了後の勢いでそうじ参加者は、多数集まり天神の街のそ
うじを行った。負けていたら解散していたであろうところをアビス
パの勝利によって繋がり良い循環が生まれました。

［ 2007年4月7日 ］
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○第2回ロハスデザイン大賞2007｢新宿御苑展｣に参加
（greenbird事務局）

持続可能な｢サスティナブル・デザイン｣をテーマに開催された
｢第2回ロハスデザイン大賞2007｣。昨年開園百周年を迎えた東
京のオアシス新宿御苑を舞台に最終審査候補（ヒト／モノ／コト
部門）のエキシビジョンが開催されました。green birdは、いつも
お世話になりっぱなしのソトコト（木楽舍）さんと一緒に共同ブー
スをOPEN！「ポイ捨てカッコ悪い！」の活動PRと完全循環型リ
サイクルシステム「エコサークル」を採用したMy Designエコバッ
グの販売を行いました。

［ 2007年5月12日～20日 ］

③ 活動 ～そうじイベント～

○海の中道音楽フェス「ＣＩＲＣＬＥ」 （福岡チーム）

5月最後の土曜日に福岡市東区の海の中道音楽フェスに参加し
てきました。
5月とは思えない暑さの中、参加者なんと36名。
携帯灰皿とJTのゴミ袋を入口で配布し、たまったゴミを回収して
まわりました。大人のイベントだけに皆様マナーは良く、見た感
じも会場内はキレイでしたが・・・・回収したゴミの量は大人サイ
ズでした。

［ 2007年5月26日 ］

○MUSIC DAY 2007＠代々木公園 （green bird事務局）

「MUSIC DAY」の元祖はフランスで、30年以上も前から一年に
一度、夏至の日に国中で音楽を楽しむ日となっています。
そんな｢音楽の日｣があったらいいなと始まったのがMUSIC 
DAY。今年は天候にも恵まれた代々木公園で行われました。音
楽に耳を傾けながらも会場周辺のそうじ活動を実施し、
ライブ終了後には、お客様も一緒になっての会場の一斉そうじも
行いました。

［ 2007年5月4日 ］

○吉祥寺音楽祭 （吉祥寺チーム）

吉祥寺在住や中央線沿線で活躍中の若手ミュージシャン、音楽
界の重鎮など、様々なジャンルの音楽を満喫できる吉祥寺音楽
祭にgreen birdも参加しました。
会場内のブースでは、活動PRを、また本当だったらそうじも行う
予定でしたが、あいにくの雨でおそうじは中止となりました。

［ 2007年5月6日 ］



13③ 活動 ～そうじイベント～

○鎌倉アダプトプログラム （鎌倉チーム）

鎌倉チームが活動を行っている若宮大路は、アダプトプログラ
ムに参加しており、地元町内会を中心とする方が年に2回、
一斉そうじを行っています。
もちろんgreen bird鎌倉チームもこの活動に参加しました。

［ 2007年5月27日 ］

○筑前玄海さかなまつり‘07 （福岡チーム）

5月26,27日と福岡市から北に40ｋｍほど離れた海あり山ありの
街・宗像市の鐘崎漁港に行ってきました。筑前玄海魚まつりとは、
玄海灘で獲れる新鮮な魚をより身近なモノだと知ってもらうイベ
ントです。
2日間で合計5万人が訪れたこのまつりにgreen bird福岡は、JT
とコラボレートで参加しました。会場内にブースを設け、ゴミ袋を
配布し、回収時に記念品と交換。実はこのまつりの最後に大量
のお菓子が用意され、ステージのマイクでお姉さんが子どもたち
に呼びかけ、ゴミがお菓子に化けるという前代未聞の状況に、
会場内のゴミは全て子どもたちの手で拾われました。

［ 2007年5月26日,27日 ］

○鎌倉チーム出張そうじ （Studentチーム）

6月始め、Studentチームとして3回目の出張green birdを企
画。今回は鎌倉チームのお掃除に参加させていただきました 。
海までのまっすぐな道。普段出歩かない街でこうしてお掃除す
るのはやっぱり新鮮。思わず辺りをきょろきょろ。鎌倉の地な
らではのお店や、ビーチをイメージしたお店が立ち並ぶ。そし
て由比ガ浜に到着。念願のビーチクリーン開始です！海開き
前の浜辺はタバコの吸殻やビンの破片などが多く落ちていま
した。人の少ない浜辺、海にはサーフィンを楽しむ人達、そん
な風景の中でののんびりお掃除は本当に気持ちよかったです。

［ 2007年6月2日 ］

［ 2007年6月10日 ］
○エココマ （駒沢チーム）

駒沢公園にて開催された「エココマ」にgreen birdと兄弟NPOのgentle oneと一緒に
参加してきました。
「エココマ」とは“エコ”＋“コマザワ”。愛犬を連れて駒沢地域をおしゃれにカッコ良く散
歩する通称“コマザワンヌ”の方々をターゲットに、愛犬との生活を豊かにするマナー
アップ教室、しつけQ&A、愛犬と楽しめるワークショップなどをその道のスペシャリス
トによるトークショーと交えて行う駒沢発信の新しいイベントでした。
しかし、当日はあいにくの雨。そんな悪天候ではありましたが、green birdもブースを
構え、オリジナルエコバックを作ってもらったり、イベント終了後には周りのみんなを
巻き込み会場のゴミ拾いをしました。



14③ 活動 ～そうじイベント～

○練馬区「第2回若者と区民の環境会議」
（green bird事務局）

練馬区の環境教育支援プロジェクトやリサイクルセンターが企
画された 「第２回若者と区民の環境会議」内の座談会に出席
してきました。練馬区内では直接的な活動はしていないもの
の、地元商店会・学生・企業・その他のボランティアチームな
どと率直な意見交換ができ、実りの多いイベントとなりました。

［ 2007年6月29日 ］

○Short Short Film Festivalそうじ （表参道チーム）

毎年恒例で行っている｢Short Short Film Festival｣のスタッフ
との表参道そうじ。今年は、PASONAの方々も参加し、かなり
の大人数で朝の表参道のそうじを行いました。
暑さの中、Short Shortの外国人スタッフともコミュニケーション
をとりながら、終始賑やかにそうじを行うことができました。

［ 2007年6月29日 ］

○表参道キャンドルパレード （表参道チーム）

今年もgreen birdは、表参道で行われるキャンドルパレードのお手伝
いをしました。今回のパレードは、多摩美術大と武蔵野美術大の学
生さんたちがプロデュース。小学生たちが自由にデザインした透光
性のバッグにキャンドルを入れて、ちょっとだけライトダウンした表参
道を大好きなお母さんたちと一緒にゴールまで練り歩く、というもので
した。ちなみにゴールには、白い大きな木のオブジェが用意してあり、
キャンドルが入ったバッグを次々に掛けていくことで、光を実らせてい
くようなインスタレーション。これがまた、やさしく、きれいに街を照らし
てくれました。

［ 2007年6月22日 ］

○オッシュマンズそうじ2007 （表参道・吉祥寺チーム）

今年で原宿は3回目、吉祥寺は2回目となるOSHMAN‘Sと
のコラボそうじ！参加者全員に配られるTシャツも新色にな
り新鮮なキモチでおそうじスタートです。
コラボ3年目の原宿はもちろん、吉祥寺でも毎月1回コラボ
そうじしていることもあり、みなさんそうじにとても慣れてい
る様子。
そして、多くの人が言っていたことは、ゴミが少なくなってキ
レイになってきたね！ということでした。
これはもちろんgreen bird効果だけだとは思いませんが、
でも着実に”ゴミのポイ捨てカッコ悪い”と思う人が増えてい
るということでしょうか！？ステキなことですね。

［ 2007年6月24日 ］
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○北沢音楽祭 （下北沢チーム）

「北沢音楽祭」は今年で17回を迎える商店街、ライブハウス、世
田谷区などなどが協力して作り上げる下北沢最大の音楽イベン
ト！！下北沢チームも今年で4回目の参加ですっかり顔馴染み
です。
メインは何と言っても下北沢の街を練り歩くパレード！！
green birdとBLACK BOTTOM BRASS BANDが先頭切って下
北沢をパレードします。
ライブハウス、区役所の方々、商店街のお店の方々、そして
green bird。色々なジャンルの方々がみんなでお互い協力し合う、
「下北沢」ならではの音楽祭になりました。green birdもちょっとお
手伝い＆アピールできたのではないかと思います。

［ 2007年7月7日、8日 ］

［ 2007年7月16日 ］
○ap bank fes ’07 （greenbird事務局）

風、雨上がり、虹、夕焼け、灯り、笑顔、音楽、エコレゾ
今年は、いつもと違う想いとともにやって来た、ap bank 
fes‘ 07。
台風の影響で前夜祭や3日間予定されていたフェスも今年
は最終日の一日のみの開催となりました。
そんな中、green birdは開演直前と終演後の清掃活動、そ
して会場内でのブースにて活動PR、エコバッグ作りに全力
を注ぎエコレゾの風を吹かせてきました。

［ 2007年7月14日 ］
○フェスタ原宿＠神宮前小学校 （greenbird事務局）

7月14日、神宮前地域のお祭り「フェスタ原宿」に参加して
きました。
当日は、残念ながら雨が降ってしまったため、神宮前小学
校の体育館をお祭り会場とし、green birdは環境エコクイ
ズを行いました。
日頃から交流のある神宮前小学校の生徒を中心とした地
域の人たちと楽しく交流することができ、有意義な時間を過
ごすことができました。
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［ 2007年7月16日 ］
○「日本を美しくする会」の早朝そうじに参加
（greenbird事務局）

「日本を美しくする会」が主催している早朝の新宿そうじに参加して
きました。
集合時間は朝6時！にもかかわず新宿駅前にはたくさんの参加者
がいました。green birdは、「グレイチング」班になり、普段まったく
したことがない下水溝のそうじを行いました。慣れない作業と酷い
臭いで少々参った感はありますが、ちょっと病みつきになりそうな
気配もあり良い経験になりました。

○都立広尾高校コラボそうじ （green bird事務局）

平成19年度から都立高校の生徒は、在学中に授業の中で奉仕
活動について体験を通して学んでいくことが決まり、それに伴い
7月18日、NPO法人KOMPOSITIONとgreen birdとで都立広尾
高校の1年生200名と一緒に渋谷、原宿表参道一帯をおそうじし
ました！
そうじは、生徒200名を10チームに分け、green birdはその中の
7チームを担当。表参道やキャットストリート、代々木公園、代々
木体育館周辺と細かく分かれたエリアを約1時半程度おそうじを
しました。
これを機に環境やエコに興味も持ったり、何かの気づきの場に
なれば嬉しいです。

［ 2007年7月18日 ］

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

（株）P.G.C.D(ページェーセーデー)の創立記念日7月22日
に行っているP.G.C.D×KOMPSITION×green birdコラボ
そうじ！
午前はgreen birdと表参道、午後はKOMPOSITION（今年
は新たにシブハナも!）と美竹公園にて活動をしました。

［ 2007年7月22日 ］

○福岡打ち水大作戦＆浴衣でそうじ （福岡チーム）

天気が心配された7月21日、この日は福岡チーム恒例の“土曜
そうじ”と“福岡打ち水大作戦キックオフ”、そして「アジア太平洋こ
ども会議のフェスティバル」でのgreen bird屋台！街をキレイに
して、浴衣を着て小粋に打ち水して、フェスを楽しみながらgeen
birdを広めました。そうじの参加者は40人超え、打ち水参加者
はなんと300人を超え、大盛況に終えることができました。

［ 2007年7月21日 ］
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○渋谷中央街そうじ開催 （渋谷チーム）

昨年も行ったノードラッグキャンペーンの一環で行った｢渋谷中央
街そうじ｣。
今年は、アコースティックライブを通して薬物乱用防止を訴えなが
ら、同時に清掃活動なども行われました 。
当日は、日頃土曜日の午前中にそうじを行っている渋谷チームの
活動に仕事の関係上なかなか参加できない方々が「平日の夜なら
参加できる！」とばかりに初参加者が多数。定例そうじ日以外に時
間を変えてそうじするのも良いのかな？と思ってみたりしました。

［ 2007年7月23日 ］

③ 活動 ～そうじイベント～

○福岡打ち水大作戦フィナーレ （福岡チーム）

7月21日に始まった「福岡打ち水大作戦2007」のフィナーレ。大名紺
屋町では沿道のお店の人や、たまたま通りすがりの若者などが参
加して、大名紺屋町が水びたしになるまでしっかり打ち水を行いまし
た。イムズ・ＪＴでの打ち水はそれぞれの中水を。大名紺屋町では博
多万葉の湯の残り湯を活用することで水の再利用を行っています。
大名紺屋町で打ち水をする時間はちょうど日が傾き日陰もだいぶ増
えていた時間。打ち水すればするほど涼しい風が吹き、打ち水大作
戦大成功に終えました。

［ 2007年8月10日］

○「打ち水わいわいプロジェクト」に参加 （表参道チーム）

表参道チームでも、福岡チームに負けじとばかりに、打ち水イベント
「打ち水わいわいプロジェクト」に参加しました。
今回のイベントはマルイさんの協力のもと、東京で活躍する環境（＝
「環」）に関する活動を行っている団体が中心となって企画＆運営。
みなさんの協力のおかげで、2日間のべ150人を超える参加者ととも
に、打ち水イベントをキックオフできました！
打ち水という「和」のアクションからみんなでわいわい「輪」になって
楽しく、それで最後にチョットでもひとりひとりが「環」のことを想ってく
れたらいいな、と思いました。

［ 2007年7月23日、24日］



○歌舞伎町チーム1周年 （歌舞伎町チーム）

歌舞伎町チームがスタートしてから1年が経ち、今では緑の
ビブスもすっかり街に馴染み、ホストや一見怖そうな兄さん
の間をぬっての掃除もお手の物。回を重ねるごとに人数も
増え、この街の住人から歌舞伎町初体験者まで、一年間で
約1000人の仲間たちが掃除に参加してくれました。
8月20日にはそんな歌舞伎町チームの一周年を記念してお
掃除＆パーティー。これまたお馴染みさんから初参加さん
まで約100人もの人が歌舞伎町に大集合！
いつもは夜に掃除を行っているので、昼間の歌舞伎町が逆
に新鮮!? 夏休みということもあって普段以上に人もゴミも
多かったけど、そのぶんやりがいのある1時間となりました。

［ 2007年8月20日 ］

18③ 活動 ～そうじイベント～

○Slow Music Slow LIVE’07 （green bird事務局）

夏の恒例イベントとなっている「Slow Music Slow LIVE」。私たちの今回
のお仕事は、ゴミナビゲーション。ゴミ箱の前に立って、（ちなみに今年
から何度もリユースできるプラボックスになりました！）お客様にゴミの
分別をお願いします。燃える/燃えないゴミ・ペットボトル・そして今回はト
ウモロコシできた100％土に還るコップ（バイオマスカップ）に分別しても
らいました。普通のプラコップとの見分けが難しく、どのゴミ箱に捨てれ
ばいいのかもちょっと判りずらかったのでお客様には軽く混乱させてしま
いましたが、それでもなんとかほぼ完璧な分別をする事ができました！
みなさまのご協力に感謝感謝です！！

［ 2007年8月24日～26日 ］

○原宿よさこい連×green bird コラボそうじ （表参道チーム）

昨年に続き今年も｢原宿表参道元氣祭りスーパーよこさい｣のプレイベント
が行われた8月19日に地元チームの｢原宿よさこい連｣の皆様と一緒に会
場となる明治神宮を中心に表参道界隈の清掃活動を行いました。
当日は、そうじには適さない猛暑で、しかもよさこい連のみんなは今年新調
したばかりのステキな衣装を身にまとっていたから、暑さも倍増だったので
はと思われましたが、そこは日頃からの練習で体力があるのか終始みなさ
ん笑顔で楽しく活動することができました。

［ 2007年8月20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（ポストカードや携帯灰皿の
配布。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

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、来訪者にポ
ストカード、携帯灰皿を配布

19③ 活動 ～そうじイベント～

［ 2007年8月26,27日 ］
○原宿表参道元氣祭スーパーよさこい2007 （表参道チーム）

8月25、26日の2日間、今年も原宿表参道で行われた元氣祭りスーパーよさこいに参加し
ました。このお祭りで完全燃焼して夏が終わる、というのが毎年の流れになっております
が、今年の2日間は、お祭り日和と言うには暑過ぎる2日間で踊り子さんたちは
もちろん関係者も見物客もかなり暑さで体力を消耗し、まだまだ夏が終わる気配がしない
2日間でした。
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［ 2007年8月31日～9月2日 ］
○サンセットライブ2007（福岡チーム）

「大いなる自然と、その恵みに感謝！」「きれいな自然をきれいな
ままに」というコンセプトから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。

○富士山の樹海そうじ （green bird事務局）

green bird設立当初からの恒例イベント「富士山そうじ」。昨年までは爽や
かな青空の下で富士山の5~6合目をキレイにしてきたのですが、今年は念
願の樹海そうじに挑戦！休日の早朝6:30集合にも関わらず、バス2台／
89名の方にご参加いただきました。今回のツアーを行うにあたり、毎週毎
週、富士の樹海をそうじしているという樹海そうじのプロ「富士山クラブ」に
協力・指導をお願いしました。

［ 2007年9月2日 ］

○活動報告

樹海そうじ

○清掃活動
・・・今年のそうじ現場は、青木ヶ原樹海のすぐそばの急斜面。足
元全てがゴミの山でおよそ2時間の清掃活動ではまだまだ拾いき
れないゴミはあったもののタイムアップ！この2時間で回収したゴ
ミはナント1.5トンもありました。

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
を行いました。

オークション景品提供者
・東京ヴェルディ1969 ・美容室ビリー
・打ち水わいわいプロジェクト ・表参道欅会
・TBS 秋沢淳子 ・フジテレビ 尾崎典子
・GAKU-MC ・一青窈
・ソニン ・登坂亮太
・ユーズミュージック・アルファ ・杉山文野

・松本ルキ ・シブヤ大学
・富士山クラブ・野口健 *順不同 敬称略
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○青山スポーツ祭り （表参道チーム）

9月16日、神宮外苑で開催された東京ヤクルトスワローズ、日
本ラグビー協会、FC東京、東京アパッチと肩を並べて｢青山ス
ポーツ祭り｣に参加しました。
green birdの役割は、都立青山高校1年生が会場周辺の清掃
活動を行う上でのサポートです。3チームに分かれた生徒たち
と時間差で3回清掃活動を行いましたが、暑さと一日に3回と
いうハードなスケジュールに少々参りながらも、なんとか無事
イベントを終えることができました。

［ 2007年9月16日 ］

［ 2007年9月15日〜12月25日 ］

○警固カフェ2007 （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2007
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、公園そうじなどを通じて、たくさんの人
にメッセージを発信しました。また、オープン日には土曜そうじ
も行いました。

［ 2007年9月9日］
○アビスパ観戦そうじ（福岡チーム）

地域社会への貢献として、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はじめました。福岡空港
から博多の森球技場までの道のりをそうじし、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9月15日 ］
○シブヤ大学1周年記念コラボそうじ （表参道チーム）

シブヤ大学の1周年記念ということで9月15日コラボそうじを行
いました。
興味深い授業が当日たくさんあったこともあり、そうじへの参
加人数が少し寂しかった気もしますが、それでも子どもから大
人までが、良い天候に恵まれた表参道を気持ちよくおそうじし
ました。
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［ 2007年9月29日］
○Timberlandそうじ （greenbird事務局）

Timberlandの新店舗が10月5日渋谷公園通りにオープンす
るのに伴い、これからお世話になる街に「はじめまして」と「よ
ろしく」との想いを込めて渋谷の街をおそうじしました。
当日は、朝から開催も危ぶまれるほどの雨。それでも集合時
間には約80名もの参加者が集まり、Timberlandさんオリジナ
ルのオーガニックTシャツを着て元気に渋谷の街の清掃活動
を行いました。

［ 2007年9月29日 ］
○ふくおか安心安全よかまち運動 （福岡チーム）

毎年区役所が行っている、市民モラルマナー向上活動が
2007年から「ふくおか安心安全よかまち運動」に名前を一新し、
地域住民と団体、行政で清掃活動・落書き消し・自転車啓発
を行いながら、気付きを喚起し、マナーの向上を目指すこの
活動に参加しました。

［ 2007年10月6日］
○表参道そうじ＆秋の明治神宮参拝supported by GAP
（表参道チーム）

最高の秋晴れに恵まれ10月6日「表参道そうじ＆秋の明治神
宮参拝 supported by GAP」を開催しました。
今回の参加者の約半分はGAPスタッフ及び関係者の方、また
半分はgreen birdのスタッフやボランティア参加者ということで、
多くの方々は初対面ではありますが、いつもどおりそうじを通
してのコミュニケーションを楽しみながらの約1時間ほどそうじ
活動を行いました。

明治神宮参拝

○参拝
・・・そうじ終了後、まずは明治神宮参拝をし、次に本殿隣にある
神楽殿に移動し、厳粛な祈願祭をしていただきました。
その後は、明治神宮の研究員である今泉さんによる明治神宮や
表参道の歴史についての貴重なお話を聞かせていただきました。

ランチ

○ランチ
・・・参拝や貴重なお話を聞かせていただいた後は、GAPさんのご
好意でランチを準備していただきました。
明治神宮奥にある広場にて、みんなでランチをいただきました。
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［ 2007年10月21日 ］
○学習院女子学園祭 （Studentチーム）

10月11月と言えば学園祭シーズンということで、2007年1校目は
高田馬場にある学習院女子大学の学園祭に学生チームが参加し
てきました。
当日は、メインステージで１分間の活動PRをさせてもらったり、教
室を一部屋丸々green birdにしたり、もちろん学校周辺の清掃活
動も行いました。

［ 2007年10月24日 ］

○“東南アジア青年の船“のみなさんとコラボそうじ
（greenbird事務局）

内閣府主催の「東南アジア青年の船」事業、日本国内プログラムとし
てgreen birdを訪問し、ボランティア活動の体験をしたい！との青年国
際交流推進センターからのご依頼を受けて実現したイベントお掃除。
シンガポール・インドネシア・マレーシア・タイ・ラオス・ベトナム・ブルネ
イ・カンボジア・ミャンマー・フィリピンと、かなり国際色豊かなお掃除に
なりました。
そうじ後は、バスでオリンピックセンターに移動。豪華なランチを食べな
がら、英語と日本語で、時折通訳の方に助けてもらいながら一生懸命
会話を楽しみました。昼食後は、当日行った清掃活動の写真を見たり、
green birdの目的など真面目な話をしつつも各国での取り組みや意見
交換などを行いました。

［ 2007年10月9日 ］
○green bird×夜鳥の界コラボそうじ
（歌舞伎町チーム）

歌舞伎町のホストを中心に結成されたボランティア団体｢夜
鳥の界｣とコラボそうじを行いました。
普段なかなか接することのないホストの方々と楽しくコミュ
ニケーションを取りながら夜の歌舞伎町のそうじは、いつも
以上に楽しく、無事約1時間ほどのそうじは終了しました。

［ 2007年10月21日 ］
○歌舞伎町ツアーそうじ （歌舞伎町チーム）

普段遊びに行ったり、飲みに行ったり、デートしたりの新宿
ですが、まだまだ知らない｢新宿｣がある！今回そうじをしな
がら、まだ見ぬ新宿を知ってしまうおうということで｢末廣亭｣
で落語を観芸してきました。
定例そうじでは、夜の新宿をそうじしていますが、この日は
昼間の新宿のそうじを行い、その後、ゴールデン街散策。
その後、趣のある外観な｢末廣亭｣にて落語を楽しみました。



○ハローハロウィンパンプキンパレード2007
（表参道チーム）

10月28日、前日の台風とは打って変わって最高の秋晴れ
の中、表参道にてハロウィンパレードが開催されました。
毎年、子どもたちの仮装はグレードアップ！今年はgreen 
birdのメンバーも子どもたちに負けじと仮装して、おもいっき
りハロウィンを満喫しつつも、パレード最後尾についての街
の清掃活動を積極的に行いました。

［ 2007年10月28日 ］

24③ 活動 ～そうじイベント～

［ 2007年10月27日 ］
○コスモアースコンシャスクリーンキャンペーン
（green bird事務局）

コスモアースコンシャスアクト。コスモ石油とTOKYO FMをはじ
めとするJFN（全国FM放送協議会）加盟38局が、パートナー
シップを組んで、 「アースコンシャス～地球を愛し、感じるこころ
～」をテーマに、地球環境の保護と保全を全世界に呼びかけて
いく活動です。green bird代表のハセベケンが、TOKYO FMの
人気番組に出演させていただいたことをきっかけに、このクリー
ンキャンペーンのお手伝いすることになりました。
当日は、残念ながら大雨が降ってしまいましたが、なんと377名
もの人たちが集まりました。

［ 2007年10月24日 ］

○表参道夜そうじ with スターバックス （Studentチーム）

「午前中、大学のある学生さんでも参加できる活動を用意したい」、そ
んな思いではじめたStudentチームの夜そうじ 。原宿の竹下通りを毎
晩そうじしているスターバックスコーヒー原宿店を集合場所に、表参道
B-SIDE店がゴールということで表参道周辺のスタバの店舗の方々に
も協力をいただきました。集合時間が20時半と遅い時間にもかかわら
ず、たくさんの方々に参加していただき、大成功に終えることができ、
今後定例でこの夜そうじを行うことになりました。
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○明治学院大学学園祭 （Studentチーム）

11月3日、Studentチームは白金にある明治学院大学の学園祭
で“シロガネーゼ×green bird”として出張おそうじをしてきまし
た。集まってくれたのは、ほとんどが初参加の10birds。やはり
お祭り、たくさんゴミが落ちていました。割り箸、屋台の容器、
ペットボトル等など…。でも、普段目につかないようなところを見
たり、草むらにたたずむ変な銅像を見つけたり、自分たちの学
校の新しい発見がたくさんできました。この日はみんな明学生
で、みんな「初めまして」。そんな新しい出会いと最高のお天気
のなか、楽しくおしゃべりしながらゴミ拾いができました。

［ 2007年11月3日 ］

○首都大学東京の学園祭 （Studentチーム）

学園祭シリーズ第2弾！ということで、今回は11月2日～4日ま
で3日間にわたって首都大学東京南大沢キャンパスで開催され
た「みやこ祭」に参加してきました！
green birdは1日2回のお掃除に加え、ブース出展・写真展示を
実施。
2日目には、参加者全員がgreen birdのビブスを着て大学から
最寄駅までの遊歩道(アウトレットモールのど真ん中)をパレード
してきました。
首都大生はもちろん、地元の清掃団体の方たちから子ども連
れの親子、たくさんの方たちに参加していただき100人規模の
パレードを盛大に行うことが出来ました。

［ 2007年11月2日～4日 ］

○ふくこいアジア祭り （福岡チーム）

メイン・イベントは、全国から集まった100以上の団体が練り
歩く「福踊り」。“たくさんの福が人々に舞い降りてきますよう
に”と願う踊り手の熱いパフォーマンスに、会場は大いに盛
り上がりました。今回はJTさんと協力し、JTブースでのゴミ
袋の配布、回収を行い、また踊り子さんたちと一緒に清掃
活動を行いました。

［ 2007年11月10,11 日］

○神宮前祭りのお手伝い （表参道チーム）

あいにくのお天気の中、渋谷区立神宮前小学校でPTA主催
による｢神宮前祭り｣が行われました。
green birdは、そこで有志の子どもたち6名と一緒にお祭り
で出たゴミを基本的には家に持ち帰るか、もしくは、校内に
設置されているゴミ箱へ捨ててもらえるよう、1日に3回校内
のパトロールをする子どもたちのお手伝いをしてきました。

［ 2007年11月10日 ］
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○FOOTMARK×green birdコラボそうじ （渋谷チーム）

GAKU-MCが自信をもってお勧めするモノのマーク（F）有
名・無名関わらず実力とセンス、そして感動にあふれたアー
ティスト＆ミュージシャンを結集させたLIVEイベントの
｢FOOT MARK｣。そのイベントのプレイベントとして渋谷Duo
から宮下公園まで約50名と一緒にコラボそうじを行いました。

［ 2007年12月1日 ］

○J-WAVE｢LOVE&GREEN｣そうじ （表参道チーム）

祝日のJ-WAVEは「J-WAVE HOLIDAY SPECIAL」として、
さまざまなテーマ・問題に取り組んだ番組を放送しているの
ですが、勤労感謝の日だったこの日はNational提供による
「LOVE＆GREEN」を9時間生放送。テーマは、“たのしいエ
コ、気持ちよくできるエコアクション”。そんなgreen birdに
ピッタリなテーマのもとJ-WAVEとのコラボそうじを表参道に
て行いました。
当日は、レポーターに大西ライオンさんを迎え、おそうじも
生中継。それを聞いて参加される方などもいて、大盛況に
開催することができました。

［ 2007年11月23日 ］

○greenbird初！六本木そうじ （greenbird事務局）

11月17日「NEW ZEALAND PARADISE WEEK 2007」
＠六本木ヒルズアリーナが行われ、green birdは
「ニュージーランドのイベントをやったら、六本木の街が
キレイになっちゃった！」を目指して、六本木ヒルズを中
心とした街をグルリと約2時間34名もの参加者と共にお
そうじしてきました。

［ 2007年11月17日 ］

○green bird with レッドリボン＠歌舞伎町 （Studentチーム）

12月1日のエイズデー。普段医大生でありながら中高生への
講演やフォーラムなどで多数活躍する遠見才希子さんにお越
しいただいてイベントを行いました。普段あまり真剣に考えた
ことのない。だけど、とっても大事なこと。green birdらしく、気
軽に楽しく、でもちょっと真剣に学ぼうという企画です。講演終
了後は、エイズで亡くなったに方への追悼の意味と、エイズに
関して偏見を持っていないという意思を表す「レッドリボン」を
付けて、歌舞伎町へと繰り出し、もちろん清掃活動を行いまし
た。

［ 2007年12月1日 ］
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○クリスマス表参道クリーンアップ大作戦2007！

（表参道チーム）

雨の多かった今年のイベントですが、イベント当日の朝も
雨模様・・・。が、集合時間には、奇跡的に快晴となり、今年
も無事開催することができました。
今回もたくさんの方に参加いただきました。初参加も多かっ
たし親子での参加も多く大変盛り上がったイベントなりまし
た。
いつものようにおそうじは、2班に分かれておそうじを行い
ますが、毎回のことながら子どもたちが大活躍！
おそうじ終了後には、お待ちかねのクリスマスプレゼント争
奪ジャンケン大会を行いました。今年は、キデイランド原宿
店、ミリカンパニー表参道店、GAP JAPAN、生活の木など
にご協力をいただき、豪華なジャンケン大会となりました。

［ 2007年12月23日 ］

○STARBUCKS×長崎チームコラボ夜そうじ
（長崎チーム）

12月20日、長崎チームとSTARBUCKS夢彩都店・S東美
店のスタバグリーンチームのコラボそうじを行いました。
両チーム合わせると21名の参加者となり長崎チーム始
まって以来の大人数となりました。
スタバのスタッフとも楽しくコミュニケーションをしながら
忘年会シーズンで賑わう街を1時間ほど活動を行いまし
た。

［ 2007年12月20日 ］

○渋谷中央街商店街 歳末警戒そうじ （渋谷チーム）

12月20日、渋谷中央街商店街さんに依頼を受けて歳末の警
戒そうじということで渋谷チームが出動してきました。
渋谷中央街商店街さんとは、これまでに何度も一緒におそうじ
をしてきたのでお互いに手馴れたもので、毎回のことながらこ
の日も東京ヴェルディ1969さんのご協力も得て小1時間ほど
警戒も兼ねておそうじ活動を行いました。

［ 2007年12月20日 ］
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○green bird×JR九州長崎支社ウォーキングそうじ
（長崎チーム）

2月16,17日の2日間、JR九州長崎支社とのコラボそうじを行いま
した。
ランタンフェスティバル開催中の長崎の週末でかなりの人出で、
16日は550名の参加の中、長崎チームは11時と15時の2回、7キ
ロのコースを2つに分けて実施しました。
夕方には、福岡から15名もの強力な助っ人が参加し、イベントを
盛り上げました。

［ 2008年2月16,17日 ］

○green bird×シブカサ （Studentチーム）

「シブカサ」とは、まだまだ使えるのに放置されたり、忘れ物にされて処
分されそうになってしまう渋谷のビニール傘を回収し、ちょっとオシャレに
デザインして再び渋谷の街に無料レンタル傘として貸し出すプロジェクト
です。
イベント当日、本当は渋谷の街をそうじして、そこで拾った傘をリメイクす
る予定でしたが、生憎の大雪・・・。ということで、そうじは中止となりまし
たが、実際に傘を作ってみるワークショップのみ行いました。

［ 2008年2月3日 ］

○｢しもきた天狗祭り｣ （下北沢チーム）

「しもきた天狗祭り」は下北沢の伝統のお祭り。
天狗道中が「福は内、福は内、福は内」と豆を撒いて撒いて、
撒き撒くって下北沢の街を練り歩きます。
そして、撒かれた豆を掃いて掃いて掃きまくって、掃除するの
がgreen birdチームの役目です。
商店街の方々に今年も励まされ、参加者一丸となってひたす
ら掃きまくりのおそうじとなりました。

［ 2008年2月2日 ］

○全国大学生環境活動コンテスト｢エココン｣に参加
（Studentチーム）

全国各地から大学サークルや学生団体、NPOなどで活動している学
生が一同に集まり、学生同士が交流する「エコ」なイベントが12月
26・27日に行われた「全国大学生環境活動コンテスト」通称「エココ
ン」。我らがgreen bird studentチームも参加しました 。今回は、
2007年の立ち上げから1年間の活動の記録と、green birdの説明を
中心に発表を行うことに決めました 。グループ選考の結果、惜しくも
green birdは最終選考に選ばれることは無かったのですが、同じグ
ループの学生や選考委員の方々からの評価や応援のメッセージを
沢山いただきました 。また来年もめげずに頑張ります！

［ 2007年12月26,27日 ］
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○エビシブコラボそうじ （渋谷チーム）

「Reflest on our lifestyle」をコンセプトに活動している
「RP」とコラボしたそうじを恵比寿から渋谷というコースで
そうじを行いました。
当日は、良い天気で散歩気分で約50名もの参加者と共に
楽しく活動を行いました。

［ 2008年3月1日 ］

［ 2008年2月12日 ］
○green bird×サントリー「水育出張授業2008」
（greenbird事務局）

協賛パートナーであるサントリー株式会社さんが推進する
「水育出張授業」に参加しました！今回の生徒は、渋谷区
立笹塚小学校の4年生と5年生。「水と生きる SUNTORY」
というメッセージを掲げるサントリーさんの「水」への想いが
詰まった、オトナにとってもためになる授業プログラムです。
先生方や参観されたご父兄の皆さまも興味深く耳を傾けて
いらっしゃいました。

○ハナサクプロジェクト （greenbird事務局）

働こうとする想いや、働き始めたときに生まれる気持ちを
目に見えるカタチにできないか、という「ハナサクプロジェ
クト」の一環で表参道にもお花を設置しました。
green birdは、このプロジェクトのお手伝いとして設置され
た2週間、お花にお水をあげたりメンテナンスをさせていた
だきました。

［ 2008年3月1日～15日 ］

○「東京マラソン2008」に参加 （吉祥寺チーム）

昨年の第1回目の東京マラソンは雨で残念でしたが、今年は雨も
降らず、green birdは11時と14時にそうじ活動を行いました。
11時の回は会場内のそうじ、14時の回は豊洲に移動して、ゴー
ル近くまでの4キロの距離をゴミを拾いながら歩く応援ウォークを
行いました。
それから、ふだんは東京砂漠で暮らす、よそよそしい他人同士な
のに、「東京マラソン」という名の下に集まると、知らない人にもお
菓子などを用意し、応援したくなるのだということも発見でした。
実は皆、頑張ってる人を応援したいのですね。こういう、人間の
自然に発生する優しい気持ちって、世界平和とかにうまく使えな
いかなと思いました。

［ 2008年2月2日 ］
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○JR九州 蔵開きウォーキング （長崎チーム）

JR九州さんとのコラボ企画で、諫早市杵ノ川酒造の蔵開き
ウォーキングに参加に参加しました。JR諫早駅を朝9時30分に
出発し、参加者は7名とちょっと少なめではありましたが、すっ
かり春の陽気の中、ゴミを拾って歩きました。
途中、長崎街道の説明を個人でしている方に遭遇し、説明に耳
を傾けたりしながらもゴール地点の杵ノ川酒造に到着。蔵開き
イベントということで、早速新酒をいただきました。

［ 2008年3月22日 ］

○笹塚小学校 卒業おめでとうそうじ （greenbird事務局）

先日、毎年恒例の渋谷区立笹塚小学校を卒業する6年生との
「卒業おめでとうそうじ」。笹塚小学校とお世話になった笹塚の
街を、今年卒業する6年生と共にキレイにしてきました。この学
年は、ちょうど１年前に「水育」について勉強して、サントリーの
武蔵野工場にも一緒に行ったgreen birdも顔なじみの仲間たち
です。久々の校舎とグラウンド、懐かしのチャイムの音にgreen 
birdスタッフ一同興奮！この日のために6年生のリーダーたち
は、おそうじのコースを決め、班分けをし、当日も、いよいよ中
学生になる心構えができているのか、しっかりとおそうじの会を
進行してくれました。

［ 2008年3月18日 ］

○平成19年度 GB福岡卒業＆花見そうじ
（福岡チーム）

「桜咲こうが咲くまいが、心の中は華盛り」今年も福
岡チームは、日本で一番早い花見を開催。19年度
事務局のお手伝いをしてくれてた学生たちの「卒業
式」の意も込め、花見前には宴でお世話になる舞鶴
公園をお掃除しました。

［ 2008年3月20日 ］

［ 2008年3月16日 ］

○セントパトリックスデー （表参道チーム）

毎年恒例のセントパトリックスデー＠表参道に今年も参加しま
した。
当日は天候にも恵まれ、暖かな日差しの中、パレードの最後
尾につき普段なかなかそうじができない表参道の中央分離帯
を中心に清掃活動を行いました。
とは言え、パレード中は見物客がとても多く思うようにゴミが拾
えないので、パレード終了後に、今度は表参道の歩道部分の
そうじも行いました。
またイベントとは直接関係ありませんが、この日まで表参道に
設置されていた「ハナサクプロジェクト」のお花の無料配布も行
いました。
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［ 2007年9月1日 ］
○パリ6区サンミッシェル広場噴水前 （パリチーム）

パリチームの初そうじは、パリ6区サンミッシェル広場噴
水前で行われました。集合場所でビブスを着て立ってい
ると、西洋人が声をかけて来て一瞬喜びかけましたが、
平和活動をするドイツ人主催の平和集会への呼びかけ
でした。でも、green birdの説明をすると彼も彼の仲間も
一緒にそうじをしてくれました。

［ 2007年10月13日 ］
○ノートルダム大聖堂 （パリチーム）

2回目のそうじは、フランスの中世文化を象徴するゴシッ
ク様式の大聖堂前で行いました。残念ながら集合場所
には、パリチームリーダーとコアスタッフの2名だけしか
集まりませんでしたが、1時間程度の清掃活動を行いま
した。今回のゴミの中身の80%はタバコの吸い殻でした。

［ 2007年11月17日 ］
○エッフェル塔 （パリチーム）

3回目のそうじは、パリのシンボルでもあるエッフェル塔で行
いました。ストの最中だったので交通機関が麻痺し、
移動するだけでも大変でした。
そうじは今回もリーダーとコアスタッフの2名でしたが、そん中、
一人の日本人女性から「原宿、表参道で掃除を行っている
人ですか？」とお声がけいただきました。彼女は現在デン
マークに住んでいるのですが、日本のTVでgreen birdの活
動を見たことがあるらしく、見覚えのあるビブスを見かけ、お
声掛けいただいたようです。早速green birdのポストカードを
手渡しました。
こうやって僕たちの活動が世界中に広まるといいなぁととて
も暖かい気持ちになりました。掃除の後は、ワインと生牡蠣
で乾杯しました。

［ 2007年12月15日 ］
○オペラ・ガルニエ （パリチーム）

この日のパリは最高気温2度の寒さでした。そんな中、新たなメンバーが2
人も参加してくれ、4人での掃除となりました。しかし、オペラ座の前に集合
し、ビブスを着て、軍手をして、掃除を始めようとするとすぐに警察官が近
づいてきて、尋問を受けました。やさしい口調で、「何をするのか」？と聞い
てきて、こちらが「ここを掃除するんだ」と答えると、「ここではダメだ！別の
場所でしろ！」言われてしました。
そこで、オペラ座とルーブル美術館を結ぶオペラ通りに掃除場所を変更し
ました。街はクリスマス前でたいへんな人出で、オペラ通りも多くの買い物
客で賑わっていました。掃除をしていると街行く人々から「メルシー！」と掃
除に対する御礼のお言葉を数々頂きました。初めて参加してくれたメン
バーも、「寒い中掃除をしていても、ありがとうといってもらえると寒さも気
にならないね」と言って一生懸命掃除をしてくれました。
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［ 2008年1月19日 ］
○ルーブル美術館 （パリチーム）

今回のそうじは、あの「モナリザ」など世界の名画が見ら
れる世界有数の美術館「ルーブル美術館」前です。
なんと今回のそうじには、日本でgreen birdの活動を
知っていて、現在パリに留学中でブログを見て参加して
くれた人をはじめ、料理人、翻訳家など様々なジャンル
の社会人など、総勢13名もの方が参加してくれました！
掃除中にメンバーに美術館来訪者から「メルシー」「サン
キュウ」などの言葉をかけられたりしている間にあっとい
う間にそうじ終了となりました。

［ 2008年2月16日 ］
○サクレクール聖堂 （パリチーム）

2月のそうじ場所はモンマルトンのサクレクール聖堂でし
た。このあたりは映画「アメリ」の舞台になったところで、
パリの下町で、ガヤガヤした雰囲気の活気のある街です。
今回も1月同様13名もの人が参加してくれました。
そうじ中にパリ市の市役所員3人に詰問されてました。
最初は不信感の目つきでしたが、僕らの活動を説明す
ると「すばらしい。是非もっとやってくれ。連絡先をおしえ
てくれ。」と全面的に支持してもらいました。
また、そうじ中に飛び入りで静岡県からパリに旅行中の
方が参加してくれたりと、回を重ねるごとに盛り上がりつ
つあるパリチームでした。

［ 2008年3月15日 ］
○国立近代美術館 ボンビドゥーセンター （パリチーム）

晴天にも恵まれた3月のそうじは、ルーブル美術館、オル
セー美術館と並ぶパリ3大美術館といわれるボンビドゥーセ
ンターで行われました。
今回のエリアは観光客も多く、いろいろな人々から声をか
けられました。こちらで用意したgreen birdパリの趣旨をま
とめたペーパー（日・仏）を手渡したり、ポストカードを渡した
りして、green birdの活動普及を行いました 。
また今回のそうじには、歌舞伎町チームリーダーでロンドン
留学中のスタッフ、パリブログをデザインしてくれたスタッフ
の参加もあり、大変賑やかなメンバーでのそうじとなりまし
た。



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：『読売新聞』『毎日新聞』『西日本新聞』『長崎新聞』『JAPAN TIMES』『毎日新聞』
●雑誌：『ソトコト』（代表長谷部による連載）、『SEVENTEEN』、『mina』、『vivi』、『オルタナ』、

『aera』、『ecocolo』ほか多数
●ラジオ：J-WAVE（81.3）、渋谷FM（78.4）、TFM（80.0）、NBC長崎放送、大分放送ほか
●テレビ：日本テレビ『NEWS ZERO』、

テレビ東京『セサミストリート』、『トコトンハテナ』、『ズームイン！スーパー』、
『ズームインサタデー』、『ハピふる』ほか

33③ 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、昨年度新しく作った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 ］

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。
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［パンフレット ］

活動5年目にして、待望のgreen birdの紹介パンフレットを
作成しました。
これまで参加されたみなさんの写真をズラリと並べ、大好
評の仕上がり。
これまで多くの団体・企業のみなさまにお配りしました。



1口金額：100万/年 （原則として）

日本たばこ産業㈱/5口、㈱タワーレコード/3口、
サントリー㈱/2口
商店街振興組合原宿表参道欅会/0.5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㈱タワーレコード、
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オフィシャルグッズ ］

1口金額：20万/1イベント （原則として）
MTVジャパン㈱/2.5口、
㈱TBSラジオ&コミュニケーションズ/0.5口、
J．ウォルター・トンプソン・ジャパン㈱/1.5口
ティンバーランドジャパン㈱/1.5口、
(有)ミントンハウス/1口、
㈱メディアコミュニケーションズ/1口

［ B協賛金］

1口金額：1万/年 (原則として）
表参道ヒルズ/65口、アースデーマネー/0.5口、
㈱日本テレビフットボールクラブ/20口、
㈱ラッシュジャパン/10口、
歌舞伎町商店街振興組合/10口、北沢法人会/3口、
社団法人日本青年奉仕協会/5口

［ C協賛金］

35③ 活動～‘協賛’～

表参道に掲げていたフラッグを
再利用して「エコバッグ」を
作りました。

『フラッグエコバッグ』

『缶バッチ』

『表参道ヒルズ×green birdコラボ傘』

『ウォーターボトル』
鎌倉チーム×SUGATA×Water Playerz.Com
とのコラボウォーターボトル



［ 定例そうじ ］

［ そうじイベント ］

延べ約15,000人の人たちとおそうじしました！！

合計 7,711名

36

合計 6,891名

③ 活動 ～おそうじ・イベント参加人数～

3,97769209200331270636396864125270423184九州（福岡/長崎）

2,9141657010175144599249355460211261215
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

総合計 14,602名

401413134227/////
パリ
（１回/月）

53261116312722/////
長崎
(3回/月）

8933332331403422241915818
Students 
（2回/月）

8376366581299850787151756434
歌舞伎町
（2回/月）

406234618594930154221374620
渋谷
（2回/月）

484267157254624421322415166
吉祥寺
（2回/月）

4283331192610433810121453427
鎌倉
（3回/月）

36538222947315752436202927
駒沢
（4回/月）

2,100217209176166163193115127160250133191
福岡天神
（8回～10回/月）

406355330274919471925203151
下北沢
（4回～5回/月）

2,503215199172184263212219276174158229202
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



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 18,095      14,930      
預金 11,022,852 6,450,756  

棚卸資産（注記2） -              -              
前払費用（注記3） 200,000     150,000     

流動資産合計 11,240,947 6,615,686   
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） 1,488,754  1,707,534  

固定資産合計 1,594,754  1,813,534   
３ その他資産

敷金 -              1,200,000  
その他資産合計 -              1,200,000   
資産合計 12,835,701 9,629,220  

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

未払金（注記5） 2,928,750  1,410,000  
預り金 15,000      32,732      
未払費用 71,529      25,713      

流動負債合計 3,015,279  1,468,445   
負債合計 3,015,279  1,468,445  
正味財産 9,820,422  8,160,775  

 前会計年度末
（平成１９年３月３１日）

 当会計年度末
（平成２０年３月３１日）

平成１９年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

その4．第５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    1,410,000    
現金 18,095        14,930        預り金 15,000        32,732        
預金 11,022,852   6,450,756    未払費用 71,529        25,713        

棚卸資産（注記2） -                -                流動負債合計 3,015,279    1,468,445    
前払費用（注記3） 200,000       150,000       負債合計 3,015,279    1,468,445    

流動資産合計 11,240,947   6,615,686    
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） 1,488,754    1,707,534    

固定資産合計 1,594,754    1,813,534    Ⅲ 正味財産の部

３ その他資産 前期繰越正味財産 6,335,011    9,820,422

敷金 -                1,200,000    当期正味財産増加額 3,485,411 -1,659,647   

その他資産合計 -                1,200,000    正味財産合計 9,820,422 8,160,775    
資産合計 12,835,701   9,629,220    負債及び正味財産合計 12,835,701   9,629,220    

（単位：円）

 前会計年度末
（平成１９年３月３１日）

 当会計年度末
（平成２０年３月３１日）

      

 前会計年度末
（平成１９年３月３１日）

 当会計年度末
（平成２０年３月３１日）

平成１９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５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） 13,914,983   
３ 補助金 -               
４ その他 10,297        
経常収入合計 13,927,722   

Ⅱ 経常支出の部
１ 事業費

環境美化及び保全事業 5,009,880    
人材育成事業 -               
イベント企画・開催事業 2,950,000    
調査研究事業 -               
普及・啓蒙事業 679,202       
雑費 -               8,639,082    

２ 管理費
役員報酬 -               
給与手当 2,337,185    
外注費（管理） 283,500       
荷造運賃発送費 250,839       
広告宣伝費 -               
会議費 290,307       
通信費 418,143       
消耗品費 349,183       
水道光熱費 228,721       
支払手数料 221,311       
リース料 172,620       
地代家賃 2,343,395    
雑費 53,083        6,948,287    

経常支出合計 15,587,369   
経常収支差額 (1,659,647)

Ⅲ その他資金収支の部
１ 財務収支
２ その他収支

事務所敷金支出 (1,200,000)
事務所備品購入支出 (218,780) (1,418,780)

その他資金収支差額 (1,418,780)
当期資金収支差額 (3,078,427)
前期繰越資金 8,225,668
次期繰越資金（注記6） 5,147,241

 当会計年度
（平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで）

平成１９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５期収支



注記事項
1. 現金預金

（単位：円）
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     

平成20年3月31日現在
普通預金（三菱東京UFJ銀行 原宿支店） 6,450,756       

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 6,821              11,821           
受入数量 560,000          145,000          
配布数量 555,000          150,921          
期末棚卸数量 11,821            5,900             

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 30,566            19,600           
受入数量 -                    -                   
配布数量 10,966            7,600             
期末棚卸数量 19,600            12,000           

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 11,977            9,000             
受入数量 30,000            22,000           
配布数量 32,977            13,000           
期末棚卸数量 9,000              18,000           

4）軍手（単位：個）     （株）タワーレコード
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 1,060              2,750             
今期受入数量 3,000              1,600             
配布数量 1,310              2,150             
期末棚卸数量 2,750              2,200             

5）ゴミ袋（単位：枚）     （株）タワーレコード
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 3,600              1,500             
受入数量 19,000            21,400           
使用数量 21,100            20,900           
期末棚卸数量 1,500              2,000             

その4．第５期収支



6)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 10                  12                 
受入数量 330                372               
配布数量 328                374               
期末棚卸数量 12                  10                 

7）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 665                1,165             
受入数量 500                300               
期末棚卸数量 1,165              1,465             

3. 前払費用
（単位：円）

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          

平成20年3月31日現在
平成20年4月分事務所前払家賃 150,000          

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 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          

当会計年度 建物附属設備 工具器具備品
期首残高 65,773            926,041          
購入 -                    218,780          
売却除却 -                    -                   
減価償却費 10,494            273,300          
期末残高 55,279            871,521          
 （法人税法に定める定額法で計算しております。）

その4．第５期収支



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

平成20年3月31日現在
支部経費 990,000          支部立替事業費
ｳﾞｨｼｰｴﾙ･ﾄｰﾏｽ有限会社 315,000          ﾃﾞｻﾞｲﾝ制作等
有限会社ｱﾙﾄﾍﾞｸﾀ 105,000          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 14,930            
預金 6,450,756        
前払費用 150,000          
未払金 (1,410,000)
預り金 (32,732)
未払費用 (25,713)
期末資金残高 5,147,241        

その4．第５期収支



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
日本たばこ産業（株） 5,000,000       
（株）タワーレコード 3,000,000       
サントリー（株） 2,000,000       
商店街振興組合原宿表参道欅会 500,000          

10,500,000     

Ｂ協賛金
MTVジャパン（株） 500,000          
J.ウォルター・トンプソン・ジャパン（株） 300,000          
ティンバーランドジャパン（株） 300,000          
（有）ミントハウス 200,000          
（株）メディアコミュニケーションズ 200,000          
（株）TBSラジオ＆コミュニケーションズ 100,000          

1,600,000       

Ｃ協賛金
表参道ヒルズ 650,000          
（株）日本テレビフットボールクラブ 200,000          
（株）ラッシュジャパン 100,000          
歌舞伎町商店街振興組合 100,000          
社団法人日本青年 50,000           
北沢法人会 30,000           
アースデーマネー 5,000             

1,135,000       

その4．第５期収支



平成20年5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５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。

５期目では、長崎チームが立ち上がり
その後、６期目での九州地区の拡大準備も進み
今年度で九州全県にチームが拡大する見通しが

ついてきました。

ここからの次の５年間で、さらに拡大を
目指していきたいと考えています。

５年後に目指せ１００チームという目標をたてました。
green birdらしく楽しみながら進んでいきます。

これからも、どうそヨロシクお願いします！


