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green birdとは

green birdとは、「きれいな街は、人の心もきれいにする」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

全国各地* 、そして海を越え海外へと、どんどん拡がっています。

合言葉は“KEEP CLEAN, KEEP GREEN.”。

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。

*現在活動中のエリア
表参道・下北沢・駒沢・鎌倉・吉祥寺･渋谷・歌舞伎町・神宮外苑・赤坂・池袋・大宮・千葉・

越後湯沢・南信州・静岡・大阪アメ村・京都・福岡・長崎（長崎/平戸）・熊本・宮崎・札幌・

仙台・名古屋・松山・沖縄（那覇/名護/恩納村）・相模原・パリ・スリランカ

*2010年6月現在

概要～greenbirdとは～
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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 4,351名
・ メルマガ登録者数 3,827名 （2010年3月31日現在）

概要 ～green bird宣言～
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活動内容

① 街のおそうじ活動

・全国各地にて、定例のおそうじ活動を企画し、若者たちのボランティア参加を
呼びかけています。

② 「ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！」PR活動

・各種メディア掲載・イベント協力などを通じて、たくさんの人たちと出会い、
理念や活動をPRしています。

③ コラボレーション活動

・green birdの活動に賛同していただいた企業・団体のご協力のもと、
地域貢献や環境啓発に関する活動を企画・運営しています。
また、団体の運営に必要な活動資金や物品提供など、
さまざまなカタチでのご協力をお願いしています。

概要 ～green birdの活動とビジョン～

目指せ、100チーム！
全国各地100エリアに活動の拠点を増やし、
「ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！」という
気持ちの輪を広げていきます。
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組織

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：左京泰明

役員名簿

社員名簿

長谷部健
重永忠
諸治慶志郎

和田昌弥
松本ルキ

山本英輔
鈴木寛

青木信之
嶋瀬徹

木下真裕
勝又夏海

東京／原宿表参道事務局

代表：長谷部健
副代表：大澤真輝
スタッフ：荒井美香
デザイナー：馬渡陽明
会計顧問：李日生

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

札幌

仙台

福岡

（鹿児島）
宮崎

熊本

長崎・平戸

名古屋

大宮

南信州

越後湯沢

松山

沖縄（那覇・恩納村・名護）

静岡

表参道・下北沢・駒沢・

吉祥寺・渋谷・歌舞伎町・

外苑・赤坂・池袋
鎌倉・

相模原

活動エリアの紹介

パリ

スリランカ

千葉

大阪

京都
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チーム紹介

活動日：毎週月・木曜日 9:30～
毎週水曜日 10:30～

リーダー：荒井美香

表参道チーム 2003年5月～

活動日：毎週日曜日 13:00～
リーダー：大塚健一

下北沢チーム 2003年9月～

活動日：毎週月・木曜日 7:30～
毎週火曜日 17:30～
第3土曜日 13:45～

リーダー：木下真裕

福岡チーム 2003年10月～

活動日：毎月第1、3日曜日
10:00～

リーダー：勝又夏海

駒沢チーム 2004年4月～

活動日：毎月第1、2、3土曜日
9:50～

リーダー：菊地一郎

鎌倉チーム 2005年10月～

活動日：毎月第2、4日曜日
10:00～

リーダー：登坂亮太

吉祥寺チーム 2005年12月～

活動日：毎月第1、3土曜日
10:30～

リーダー：有和孝浩

渋谷チーム 2005年12月～

活動日：毎月第1、3月曜日
19:00～

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：毎月第1、3水曜日
18:00～
最終水曜日 19:00～

リーダー：由水千晶・川井実紗

学生チーム 2007年1月～

活動日：（長崎）毎週木曜日20:00～
（平戸）毎月8の付く日
17:30～

リーダー：ごうまなみ

長崎チーム 2007年10月～

活動日：毎月第1火曜日20:00～
毎月第2木曜日8:15～
毎月第3日曜日11：30～
毎月第4土曜日18:30～

リーダー：河野恭一郎・向野幸子

熊本チーム 2008年4月～

活動日：毎月第2、4金曜日
10:30～

リーダー：村山由紀子

外苑チーム 2008年6月～

活動日：毎月第2、4木曜日
20:00～
毎月第3日曜日11:00～

リーダー：竹下直汰

宮崎チーム 2008年7月～

活動日：毎月第2、4火曜日
20:00～

リーダー：古谷高治

アメ村チーム 2008年10月～
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赤坂チーム 2008年7月～

活動日：毎月第2、4火曜日
8:30～

リーダー：秋沢淳子・横尾俊成

活動日：毎月第1土曜日11:00～
毎月第3金曜日18:00～

リーダー：篠部大五郎

京都チーム 2008年12月～



チーム紹介

活動日：毎月第2日曜日13:00～
毎月第3金曜19:00～
毎月第4日曜日9:30～

リーダー：杉浦歩実

南信州チーム 2009年1月～

活動日：毎月第2土曜日/

毎月第4日曜日10:20～
リーダー：北村高行

静岡チーム 2009年1月～

活動日：毎月第2、4火曜日
8:00～
リーダー：飯田千香子

越後湯沢チーム 2009年1月～

活動日：毎月第2、4土曜日
11:00～

リーダー：服部彰治

札幌チーム 2009年3月～

活動日：毎月第1、4土曜日/

第3火曜日10:00～
リーダー：若江佳朗・内田好美

大宮チーム 2009年3月～

活動日：毎月第1、3水曜日
19:30～
毎月第4日曜日13:00～

リーダー：玉川幸枝・祥子

名古屋チーム 2009年3月～

活動日：毎月第2、4火曜日
18:30～

リーダー：岡部崇啓

松山チーム 2009年3月～

活動日：（那覇）毎月22日 7:30～
（名護）不定期
（恩納村）毎月22日時間未定

リーダー：角田周一/中村圭一郎/野本武蔵

沖縄チーム 2009年3月～

活動日：不定期（毎月2回程度）
リーダー：荒川健次郎

相模原チーム 2009年4月～

活動日：不定期（毎月1回）
リーダー：深沢至

パリチーム 2007年1月～

活動日：毎月第1金曜日11:30～
第3日曜日10:30～

リーダー：佐川広人

スリランカチーム 2008年10月～

活動日：不定期
（毎月1回程度）

リーダー：傳英理子
太田貴

仙台チーム 2009年5月～

千葉チーム 2009年5月～

活動日：第1､3日曜日
9:45～

リーダー：森裕貴（単駆）
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イベントそうじ

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21年4月から平成22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。

＊定例活動の様子は、greenbirdのサイト内「おそうじ日記」にて毎回レポートされています。
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イベントそうじ

○2009年4月5日 駒沢公園お花見そうじ （駒沢チーム）

駒沢チーム恒例のお花見そうじも今回で5回目。
今年もチーム対抗のオリエンテーリング形式でおそうじを行い
隠されたお宝を探したり、
ポイントとなるゴミを拾ったり
して楽しみながら駒沢公園
をキレイにしました。

○2009年4月18日、19日 アースデー東京 （greenbird事務局）

代々木公園で行われた｢Earth Day Tokyo2009｣に今年も参加しま
した。
今年は、新しい試みとして、2日目の朝、出展社＆出店者の約50名
と共に、会場内の清掃活動を行いました。

また、両日共にボランティアの方々とも会場周辺の清掃活動を実施。
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やチャリティグッズの紹介も行いました。

○2009年4月21日 新宿マルイコラボレーションそうじ
（greenbird事務局）

新宿マルイ本館が4月24日にオープンするのを機に新宿マルイ本館
をはじめとする新宿地区にあるマルイ6館と一緒に朝の新宿そうじを
開催しました。
マルイにお勤めの方を中心に集まった人数250人。5コースに分か

れて日ごろお世話になっている新宿の街の清掃活動をおこないまし
た。

○2009年4月10日 第2回Gap Japan×greenbird

コラボそうじ （greenbird事務局）

1月に続き、今回で2回目となるGap Japanとのコラボそう
じを開催。Gap新宿フラッグス店前に朝8時半集合と、少し
早い集合時間ではありましたが、約60名もの参加者が集
まり、Gap特製ビブスを着用し、新宿東口方面から、Gap

本社がある千駄ヶ谷方面まで、約1時間半ほど清掃活動を
行いました。
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○2009年4月29日 赤坂サカスでトークショー＆おそうじ （赤坂チーム）

TBS「グリーンウィーク」初日にオープニングイベントとして、
「赤坂チームトークショー＆赤坂そうじ」が行われました。
トークショーには、代表ハセベと赤坂チームのリーダーが、
グリーンバードの理念や赤坂チームの成り立ちなどを簡単に
説明し、トーク終了後、赤坂そうじを行いました。

○2009年4月12日 アビスパ福岡観戦そうじ （福岡チーム）
○2009年4月29日 IID GREENDAY世田谷そうじ（greenbird事務局）
○2009年4月29日 武蔵野三鷹自然祭 （吉祥寺チーム）

○2009年4月4日、5日 鴨川さくらまつり （京都チーム）

京都の中心を流れる鴨川沿いで行われた「第9回
鴨川さくらまつり」に参加し、JT、地元の美化推進事
業団の方々と共催で清掃活動を行いました。

http://www.greenbird.jp/news/img_main/9701.jpg
http://www.greenbird.jp/news/img_main/9703.jpg
http://www.greenbird.jp/news/img_main/9844.jpg
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http://www.greenbird.jp/diary/img_main/25941.jpg


○2009年5月24日 SunSplash2009に参加（福岡チーム）

福岡市西区の博多湾に浮かぶ能古島で開催された、サルサの
音楽フェス「サンスプラッシュ」。greenbirdは、ブースでPRしたり、
ステージで活動紹介をしたり、会場の清掃活動を行いフェスをキ
レイに盛り上げました。

○2009年5月30日、31日 GREENROOM FESTIVAL’09  

（greenbird事務局）

横浜の大桟橋で行われたボードカルチャーをバックボーン
に持つ、音楽とアートのカルチャーフェスティバル
「GREENROOM FESTIVAL’09」でgreenbirdは、会場内
に設置されている仮設ゴミ箱の管理を行いました。

○2009年5月30日 全国一斉ごみゼロそうじ （greenbird事務局）

5月30日（ごみゼロの日）にgreenbirdは、初の試みとなる全チーム一斉

そうじを開催しました。いつも参加してくださる方々はもちろん、ボランティ
ア初参加の方、企業で参加してくださった方々などで、全チーム合わせて
1100人もの参加があり、各地とも大成功に終えることができました。

また、日本コカ・コーラ、各地のボトラー社の方々にもご協力いただき、そ
うじ終了後には、コカ・コーラを配布、そうじ終わりで渇いた喉をうるおしま
した。
◎全国一斉ごみゼロそうじ
・参加者数 約1100名
・集まったゴミの量 約200袋（45リットルゴミ袋）
・開催エリア 31エリア
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○2009年5月5日 ミュージックフェスティバル’09

（吉祥寺チーム）

吉祥寺の恒例イベント「ミュージックフェスティバル」。
ミュージシャンでもある吉祥寺チームリーダーは、ステージ
上で活動PRはもちろん、歌も唄いました。
肝心の清掃活動は、小雨が降る中なんとか行うことができました。

○2009年5月2日~4日 Farmer’s Heaven fes ‘09

三遠南信大greenbird （南信州チーム）

「農はエコの種まき。音楽という水をやろう。育てる人、創る人、買う人、みん
なの幸せの種まき」をコンセプトに農やエコにちょっとでも興味のある人たち
が関われるきっかけを作ろうと開催された「Faemer’s Heaven fes09」に
greenbirdも参加し、飯田市長と共に清掃活動を行いました。

○2009年5月2日 Green Week代官山春花祭 （渋谷チーム）
○2009年5月10日 アビスパ福岡観戦そうじ （福岡チーム）

○2009年5月31日 ラブアースクリーンアップ
（福岡チーム）

福岡市を中心にはじめて、今では海外にも飛び火している
「ラブアースクリーンアップ」。今年は、コカ・コーラウエスト
の方々と協働で清掃活動を行いました。

http://www.greenbird.jp/news/img_main/10645.jpg
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○2009年6月5日 環境の日 CREAN PARADE

（greenbird事務局）

J-WAVEと日本テレビ「ズームインSUPER!」のコラボ企画で新

橋から六本木までゴミ拾いしながら歩き、要所要所に生中継が
入る「クリーンパレード」を行いました。
集合時間が、朝の5時45分と早かったにもかかわらず多数の方
に参加していただき、大成功に終えることができました。

○2009年6月6日 環境月間街頭キャンペーン （長崎チーム）

6月は環境月間ということで、ベルナード観光通りにて街頭
キャンペーンが行われ、ブース出展し活動報告と清掃活動を
行いました。

○2009年6月13日 NBCラジオ特番そうじに参加
（長崎チーム）

NBCラジオのラジオ環境特別番組でコラボそうじを行いました。
ラジオのリスナーもたくさん集まっていただき、途中で中継を
挟みながら活動のPRなども行い、大成功に終えることができました。

○2009年6月日7日テレ環境特番そうじに参加
（greenbird事務局＆静岡チーム）

日本テレビの環境特別番組への協力ということで、東京と静岡から有志
が集まり、富士山でクリーンウォークを行いました。greenbird以外にも
地元の小学生や少年野球チーム、富士山クラブの方々など総勢150名
を超える参加者と共に清掃活動を行い、その様子はTVで生中継されま
した。
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○2009年6月6日 学生チーム×東洋大学コラボそうじ
（学生チーム）

大学とのコラボ企画第1弾として、東洋大学公認サークル「アカ

シアの木」とともに、東洋大学白山キャンパスのまわりの清掃活
動を行いました。

○2009年6月13日 YOSAKOIソーランコラボそうじ
（札幌チーム）

よさこい祭りと北海道の民謡ソーラン節を組み合わせた
「YOSAKOIソーラン祭り」で会場周辺の清掃活動を
行いました。

○2009年6月28日 OSHMAN’S×greenbirdコラボそうじ
（表参道チーム＆吉祥寺チーム＆千葉チーム）

オッシュマンズ原宿店×表参道チーム、吉祥寺店×
吉祥寺チーム、千葉店×千葉チームと共にコラボそうじを
行いました。

○2009年6月12日 天神クリーンデー （福岡チーム）
○2009年6月19日 キャンドルナイト （greenbird事務局）
○2009年6月28日 アビスパ福岡観戦そうじ （福岡チーム）
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○2009年7月13日 広尾高校そうじ
（greenbird事務局）

恒例となりつつある、都立広尾高校との清掃活動。
今年も1年生と共に渋谷の街をキレイにしました。

○2009年7月17日～19日 ap bank fes’09

（greenbird事務局）

今年も静岡県掛川市のつま恋で行われたap bank fesに
行って来ました。
例年通り、ブースにて活動のPRとエコバッグのワークショップ、
そして開催3日間と最終日翌日に掛川駅周辺の朝そうじ
を行いました。

○2009年7月22日 P.G.C.D.創立記念そうじ
（greenbird事務局＆福岡チーム）

毎年7月22日は、スキンケア商品を扱う㈱P.G.C.D.の

創立記念日ということで、本社がある表参道と支社のあ
る福岡で同時開催で清掃活動を行いました。当日は、
皆既日食でもあり、途中空を見上げながらの活動となり
ました。

○2009年7月14日~16日 祇園祭greenbird&新風館そうじ
（京都チーム）

祇園祭りの間、新風館スタッフの方々と一緒に夜間清掃
（22:30～23:30）を行いました。
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○2009年7月11日、12日 第19回下北沢音楽祭
（下北沢チーム）

下北沢の恒例行事の一つ「下北沢音楽祭」。
今年は、初日にパレードに参加し、2日目はブース出展。音楽を
聴きながら下北沢で一番のお祭りを楽しみました。

○2009年7月25日、26日 ながさきみなとまつり
（長崎チーム）

昨年に続き、平戸チーム、福岡チーム、吉祥寺チームの
メンバーや吉祥寺リーダーの登坂亮太の応援を迎え、
活動PRや清掃活動を行いました。

○2009年7月13日 渋谷中央街そうじ （渋谷チーム）
○2009年7月18日 「PARCO FADE MURASAKI CUP vol.15」 (千葉チーム）
○2009年7月18日 福岡打ち水大作戦 （福岡チーム）
○2009年7月24日 荻窪そうじ（with杉並区社会福祉協議会） （greenbird事務局）

○2009年7月4日 映画「ごくせん」コラボそうじ （福岡チーム）

映画「ごくせん」のプロモーション活動の一環で、「心の汗をかけ！」と
題して高校生たちが集まり清掃活動を行いました。
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○2009年8月1日、2日 えれこっちゃ宮崎
（宮崎チーム）

昨年のえれこっちゃ宮崎からスタートした宮崎チーム。
1周年を迎え、踊りにそうじに盛り上がりました。

○2009年8月2日、16日GREEN TOKYOガンダムプロジュクト
（greebird事務局）

「GREEN TOKYOガンダムプロジュクト」は、緑あふれる都市再生と

魅力あふれる街作りに向け、都民・行政・企業が一体となって東京の
メッセージを発信していくプロジュクト。その活動の一環として等身大
ガンダムの立つお台場にて清掃活動を行いました。

○2009年8月9日 東京ヴェルディサポーターコラボそうじ
（greenbird事務局）

東京ヴェルディのサポーターのみなさん、サッカー教室を終えた子
供たちと一緒に味の素スタジアムの周辺を掃除しました。

○2009年8月5日 タクシー協会コラボそうじ
（長崎チーム）

8月5日は、タクシーの日ということで
タクシー協会のみなさんと清掃活動を行いました。
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○2009年8月8日 平戸南風夜（ハイヤ）風人まつり
（長崎平戸チーム）

平戸市の夏の一大イベント「平戸南風夜風人まつり-夏の陣-」で
場内ゴミステーションの運営＆おそうじを実施しました。

○2009年8月22日 よさこいプレそうじwith原宿よさこい連
（表参道チーム）

スーパーよさこいの1週間前、地元チーム「原宿よさこい連」

のみなさんと会場となる明治神宮周辺の清掃活動を行いま
した。

○2009年8月9日 飯田りんごん （南信州チーム）

南信州飯田市中心市街地のお祭り「飯田りんごん」。
環境モデル都市に認定された今年は、クリーンアップりんごん！
ということで、ブース出展にて活動PRと、清掃活動を行いました。

○2009年8月1日 夢みるこどもそうじ （福岡チーム）

全国各地から、優秀な作文を書いて表彰された子供たちと共に
「夢みるこども基金団体の子供たち×greenbird」と題して天神
の街の清掃活動を行いました。

○2009年8月7日 天神クリーンデー （福岡チーム）
○2009年8月22日 天神スローナイト （福岡チーム）
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○2009年8月23日 歌舞伎町3周年記念そうじ （歌舞伎町チーム）

2006年8月に活動を開始した歌舞伎町チーム。3年間で計90回、3000人

以上の参加者と活動をしてきました。トラブルがあってもおかしくない街で、
特に大きなトラブルもなく、毎回楽しく活動することができました。
3周年を記念して、約100人で清掃活動を行い、ホストクラブでの盛大な
パーティを行いました。

○2009年8月29日 相模原ライズホームゲーム （相模原チーム）

相模原ライズホームゲームにて麻溝公園競技場のクリーン活動を行
いました。今回は、いつものゴミ拾いでなく、観客にゴミをきちんと捨て
てもらうという主旨のもと、「ゴミはゴミ箱へ」という呼びかけを行いまし
た。

○2009年8月29日、30日 原宿表参道元氣祭スーパーよさこい
（表参道チーム）

今年も例年通り、ブースにて活動PRと会場周辺清掃活動を行いま
した。
1日目は、天候に恵まれ、太陽からも踊り子さんからも元気をもらっ
て、greenbirdも笑顔で会場周辺の清掃活動を行うことができました。
また、今年は、原宿にお店がある「H&M」も清掃活動に参加し、
そうじを盛り上げてくれました。

○2009年8月28日~30日 Slow Music Slow LIVE’09 池上本門寺
（greenbird事務局）

今年も池上本門寺で行われた「Slow Music Slow LIVE」のお手伝いに
行って来ました。ブースにて活動PRとゴミ分別のナビゲーションの
お手伝いをしましたが、お客様のマナーが良く、ほぼ100%分別する
ことができました。
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○2009年8月29日、30日 福山雅治「音返し」コラボそうじ
（長崎チーム）

「福山☆夏の大創業祭音返し（おんがえし）」でコラボそうじを行いま
した。
greenbirdは、入場してくるお客様にゴミ袋とうちわを配ったり、その
合間を縫ってゴミ拾いも行いました。

またライブ終了後、ゴミ袋の回収も行い、会場の清掃活動も行いま
した。

○2009年8月28日 greenbird×LGBT音楽祭
「下北沢レインボークリーンウォーク」 （下北沢チーム）

LGBT音楽祭（レズビアン、ゲイ、バイ、トランスジェンダ）とコラボした「下

北沢レインボークリーンウォーク」で運動のシンボル、レインボーグッズを
身につけて清掃活動を行いました。

http://www.greenbird.jp/diary/img_main/31018.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/31012.jpg
http://www.greenbird.jp/news/img_main/12045.jpg
http://www.greenbird.jp/news/img_main/12049.jpg
http://www.greenbird.jp/news/img_main/11912.jpg
http://www.greenbird.jp/news/img_main/11915.jpg


○2009年9月4日 ジャパンラグビートップリーグ開幕戦
（外苑チーム）

9月4日「ジャパンラグビートップリーグ」
が開幕し、秩父宮ラグビー場で行われ
た試合で場内のゴミの分別や持ち帰り
の呼びかけ、スタンドクリーンを行いま
した。

○2009年9月4日～6日 SunSetLive2009

（福岡チーム）

福岡チーム恒例行事の一つ
「SunSetLive」。今年もオリジナル
Tシャツを作成し、思いっきり楽しんで
ブースの運営やゴミ拾いを行いました。

○2009年9月5日 東京ガールズコレクション2009A/W

○2009年9月19日 TGCアフターそうじ （greenbird事務局）

9月5日、代々木競技場第一体育館にて国内最大級のファッション
イベント「TOKYO GIRLS COLLECTION 2009 A/W」が開催され
ました。今回は、入場者へのオリジナルゴミ袋の配布を中心に活
動しました。また19日には、アフターそうじとして渋谷周辺の清掃
活動も行いました。
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○2009年9月12日 富士山樹海そうじ （greenbird事務局）

今年で7回目を迎えた「富士山そうじ」。今年ももちろんそうじ場所

は樹海です。今回は、原宿出発以外にも静岡や南信州からの参
加もあり、例年以上に盛り上がりました。
樹海では、足元から次々と年代物の空き缶や瓶が出てきます。

おまけにタイルやガレキも大量にあり、ハンマーで砕いて麻袋に
詰めたりと、重労働もありましたが、和気あいあいと楽しく活動を
行いました。

○2009年9月27日 OSHMAN’S吉祥寺店
5周年×greenbirdコラボそうじ （吉祥寺チーム）

オッシュマンズ吉祥寺店の5周年を記念して、店内でアウトドア映

画祭として有名なバンフ・マウンテン・フィルムの映画を上映したり、
清掃活動などを行いました。

ビブスが足りなくなりほど、参加者が多かった今回のおそうじは、
大盛況に終え、参加者には、オッシュマンズからエコバッグがプレ
ゼントされました。

○2009年9月5日 北陸コカ・コーラとコラボそうじ （南信州チーム）
○2009年9月20日 日韓友好パレード （greenbird事務局）
○2009年9月22日 北海道日本ハムファイターズ「鎌ケ谷スタジアムエコプロジェクト」に参加 （学生チーム）
○2009年9月23日 オリンピック招致パレード （greenbird事務局）
○2009年9月23日 三鷹武蔵野自然祭2009秋 （吉祥寺チーム）

○2009年9月22日、23日 アースデー南信州コラボ
三遠南信大greenbird （南信州チーム）

三河・遠州、信州。古くから文化の行き交う縁のある3地域のチーム（静岡・

名古屋・南信州）で合同ゴミ拾いを行いました。また、ステージでは、各チー
ムと公開ディスカッションを行ったり、イベント2日目には、3地域の水源であ
る天竜川付近の清掃活動も行いました。
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○2009年10月23日、24日 「マザーレイク琵琶湖2009」に参加
（greenbird事務局）

10月23日、24日と滋賀県守山市にて開催された、日本コカ・コー
ラ社および全国12社のボトラー社が主催する環境を考えるイベン
ト「マザーレイク琵琶湖2009」に参加。greenbirdの全国各地の
リーダーが集まりました。

○2009年10月24日 The Human Race 10km 2009

サテライト会場in 井の頭恩賜公園そうじ
（吉祥寺チーム）

「The Human Race 10k 2009 サテライト会場
in 井の頭恩賜公園」にそうじ参加しました。

○2009年10月31日 宮崎公立大学学園祭に参加
（宮崎チーム）

宮崎公立大学学園祭「凌雲祭～きみにLINK～」に参加。
ブース出展し清掃活動を行いました。

○2009年10月24日 生月島クリーン大作戦 （長崎平戸チーム）

生月町内のいろんな団体とgreenbirdがコラボレーションして
「生月島再発見！」というテーマのもと生月島の清掃活動を行い
ました。約1時間半で軽トラ2台分のゴミを拾いました。

○2009年10月4日 長崎市制施行120周年記念里帰りコンサート 稲佐山公園事前そうじ
○2009年10月10日 長崎市制施行120周年記念里帰りコンサートそうじ （長崎チーム）

長崎市と地元ボランティア団体が実行委員を立ち上げ、各ボランティア
団体が中心となって運営のサポートを行った今回のコンサート。
長崎チームも実行委員会として、会場周辺の清掃活動をコンサートの
事前と当日に行いました。
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○2009年10月25日 ハロウィンパレード （表参道チーム）

表参道の恒例行事「ハロウィンパレード」に今年も参加
しました。今年は、かわいい仮装した子供たちに負け
じとgreenbirdも仮装してパレードに参加し、清掃活動を
行いました。

○2009年10月3日 ミュージックシティ天神 （福岡チーム）

○2009年10月10日、11日 大須秋の町人祭り （名古屋チーム）

大須秋の町人祭りに参加し、清掃活動を行ったり、ラジオに出演し
たり、買い食いしたりとお祭りを楽しみつつも、街をキレイにしました。

○2009年10月31日 アメ村コスプレそうじ （アメ村チーム）

大阪市の市民協働キャンペーン「いっしょにやりまひょ！大阪」の一環
として行われた、大阪市×FM802のアメ村コスプレゴミ拾いに
greenbird×スマイルスタイルのアメ村チームで参加しました。
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○2009年11月8日 ボンカレースマイルプロジェクト「カレーなるランチ」
（アメ村チーム）
○2009年11月23日 ボンカレースマイルプロジュクト「カレーなるランチ」
（表参道チーム）

世界初のレトルトカレー「ボンカレー」でお馴染の大塚食品のキャンペー
ン「ボンカレー・スマイル・プロジュクト」の一環として、アメ村チームと表参
道チームでコラボそうじ＆カレーの試食会を行いました。

コラボそうじは、今までも何回も行ってきましたが、そうじ終了後にイベン
トの一環としてランチを食べたことはなかったので、みんなで食べるカ
レーは、ひときわ美味しく、盛り上がり、大成功にイベントを終了すること
ができました。

○2009年11月21日 ラグビー日本代表VSカナダ代表戦
（外苑チーム）

11月21日リポビタンDチャレンジ2009/ラグビー日本代表VSカナダ

代表の試合が秩父宮ラグビー場で開催。来場者にゴミ袋を配布し
ゴミの持ち帰りを呼びかけました。

○2009年11月1日～3日 首都大学学園祭 （学生チーム）

首都大学学園祭へ今年も参加しました。学祭で汚れたキャンパス
の清掃や、サンバ隊を招いてのおそうじパレード、そしてメインス
テージでの活動PRなど、今年も盛りだくさんに参加しました。
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○2009年11月27日 第3回Gap Japan×greenbirdコラボそうじ
（greenbird事務局）

今回で3回目となるGap Japanとのコラボそうじ。今回もGap新宿フ
ラッグス店の前に8時半集合し、新宿東口から本社がある千駄ヶ谷ま
での清掃活動を行いました。

○2009年11月13日 天神クリーンデー （福岡チーム）
○2009年11月14日 高崎青年会議所そうじ （greenbird事務局）
○2009年11月28日 フェスタ原宿 （表参道チーム）
○2009年11月29日 アビスパ福岡観戦そうじ （福岡チーム）

○2009年11月15日 歴史探索クリーンウォーク （福岡チーム）

大宰府市主催の環境イベント「環境フェスタ2009」。

イベントの一環として、そうじをしながら史跡をめぐる「歴史探索ク
リーンウォーク」にgreenbirdも参加してきました。

○2009年11月22日 北海道日本ハムファイターズ優勝パレード
そうじ （札幌チーム）

「北海道ハムファイターズ・リーグ優勝パレード」があった11月22

日に、札幌チームはイベントそうじとしてパレード終了後に清掃活
動を行いました。
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○2009年12月14日 イルミネーションそうじ （表参道チーム）

11年ぶりに復活した表参道のイルミネーションをお祝いして、イル

ミネーションそうじを行いました。定例そうじを午前中に行っている
表参道チームでは、夜のおそうじは珍しく、イルミネーションで賑わ
う表参道をキレイにしました。

○2009年12月22日 渋谷中央街 夜そうじ （渋谷チーム）

渋谷チームが日頃からお世話になっている渋谷中央街商店街。
すでに恒例行事となっている年末の渋谷中央街の夜そうじに
今年も東京ヴェルディと共に参加しました。

○2009年12月23日 表参道クリスマスそうじ
（表参道チーム）

11年振りのイルミネーションで盛り上がる表参道で毎年恒例のク

リスマスそうじを行いました。その影響か今年は、そうじも大変盛り
上がり参加者数130名！道具が足りなくなるハプニングがあったも
のの無事に清掃活動を行うことができました。

また、そうじ終了後には、スポンサー企業に協力していただき、ク
リスマスプレゼント争奪ジャンケンゲームも行いました。

○2009年12月29日 錦糸町そうじwith AIGスター生命
（greenbird事務局）

2009年の最後の活動として、今年からgreenbirdの新たなサポー
ター企業として活動を支援してくださっているAIGスター生命のみ
なさんと本社がある錦糸町の街の清掃活動を行いました。
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○2009年12月20日 学校へGO！
学生チーム×清泉女子大学コラボそうじ （学生チーム）

学生チームの年末のイベントとして、清泉女子大学とコラボそうじ
を行いました。今回のコラボそうじは、清泉女子大学の他、五反田
一丁目町会、五反田駅前商店会の方々にも協力していただき、駅
からの通学路の清掃活動を行いました。

○2009年12月6日 歌舞伎町レッドリボンそうじ （歌舞伎町＆学生チーム）

歌舞伎町振興組合の企画で歌舞伎町チームと学生チームで行ったレッドリ
ボンそうじ。そうじ前には、HIVや性感染症についてのお話を聞き、ワーク
ショップなども行いました。

○2009年12月13日 ツリーイベント＆道後そうじ
（松山チーム）

「愛媛みかんツリー」製作イベントにあわせて
道後温泉周辺の清掃活動を行いました。
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○2010年1月10日 ラグビー大学選手権決勝戦
＜帝京大学vs東海大学＞ （外苑チーム）

第46回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝戦、
帝京大学VS東海大学の試合が、国立競技場で行われました。
今回もラグビー協会とgreenbirdのコラボで、来場者へのゴミ持ち
帰りの呼びかけと、スタジアムクリーンを行いました。

○2010年1月10日 生月島クリーン大作戦vol.2

（長崎h平戸チーム）

新年が明けて早々、1月10日に福岡、長崎、平戸チームが集まっ
て、2回目の開催となる「生月（いきつき）島クリーン大作戦」に参
加しました。

○2010年1月16日 エコはじめ2010☆渋谷クリーン大作戦
（greenbird事務局）

2010年1発目の都内のイベントとして「エコはじめ2010」を開催し

ました。渋谷、表参道は、もちろん、下北沢、吉祥寺、歌舞伎町、
外苑からもたくさんの参加者が参加し、寒空の下、渋谷周辺の清
掃活動を行いました。
また、イベント終了後には、新年会も開催しました。

○2010年1月30日 下北沢天狗祭り （下北沢チーム）

下北沢チームの恒例行事「しもきた天狗祭り」に今年も参加し、
豆まき＆清掃活動を行いました。
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○2010年1月23日 マルシェ・ジャポンin 熊本
（熊本チーム）

全国で少しずつ広がりつつある「マルシェ・ジャポン」の熊本の初
開催に熊本チームも参加しました。
会場では、ブースを設置し活動のPR。そして、会場周辺の清掃活
動を行いました。
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○2010年2月21日 長崎ランタンフェスティバル （長崎チーム）

まそ行列を主催する市民ネットワークから誘いを受けて、まそ行列
コラボそうじを行いました。まそ行列は、航海の神様を唐寺に安置
するための儀式で出発前に孔子廟で出発式がありました。
greenbirdは、おそうじバードと、行列の重要な役割をまかされる、
衣装バードに分かれイベントに参加しました。

○2010年2月2７日、28日 させぼ・ハウステンボス
ツーデーウォーク （長崎平戸チーム）

平戸チーム初めての遠征は、チューリップが
満開の佐世保市ハウステンボス。2日間に渡り、
「させぼ・ハウステンボス ツーデー
ウォーク」が開催され参加し、ウォーキン
グを楽しみながら清掃活動を行いました。
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○2010年2月7日 鎌倉チーム出張そうじin 藤沢 （鎌倉チーム）

縁あって、今回鎌倉チームは、藤沢へと出張そうじへ行って来まし
た。多くの人が遊びに来る街なので、相当のゴミを覚悟していまし
たが、意外にもキレイな藤沢の街でした。

○2010年2月22日 日曜そうじ （表参道チーム）

定例そうじを平日の午前中に行っている表参道チーム。
普段、なかなか参加しづらい人たちも多いことから、
「日曜そうじ」を行うことに。
定例そうじでは、女子率が高い表参道
チームでしたが、今回の日曜そうじには、
男性の参加率も高く、いつも以上に盛り
上がってそうじをすることができました。

○2010年2月28日 ラグビー日本選手権大会決勝戦
（外苑チーム）

ラグビー日本選手権大会決勝戦で外苑チームは、入場者へゴミ袋の配布
と持ち帰りの呼びかけ、試合終了後のスタンドクリーン活動を行いました。
もう既に何回も行っているせいか、最初の頃に比べるとかなり座席にゴミを
残して帰る人の数も減り、少しずつではありますが、成果が出てきたように
感じました。

○2010年2月7日 拓殖大学×跡見女子大学コラボそうじ
（学生チーム）

今回で4回目の学生チームのコラボそうじ。

今回は、拓殖大学、跡見女子大学の他にも教育機関が集まる茗
荷谷で行いました。

○2010年2月7日 第61回さっぽろ雪まつりおそうじ
（札幌チーム）

気温マイナス1℃、風速10mという寒さの中、さっぽろ雪まつりで
清掃活動を行いました。
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○2010年3月6日 東京ガールズコレクション2010 S/S

（greenbird事務局）

もうgreenbirdの恒例行事になった「東京ガールズコレクション」。今回は会場

が代々木から横浜に移り、オリジナルのゴミ袋を入場者に配布したり、会場
内のトイレのゴミの管理のお手伝いを行いました。

○2010年3月14日 セントパトリックスデー （表参道チーム）

表参道の恒例行事の一つ「セントパトリックスデー」に
今年も参加し、パレード最後尾での清掃活動とパレード終了
後の歩道部分の清掃活動を行いました。

○2010年3月 atre MY TOWN PROJECT （greenbird事務局）

「atre MY TOWN PROJECT」の一環として、3月中に都内8か所と

千葉県浦安市にて「クリーン＆グリーンアクション」として各店舗の周
辺を9日間に渡って清掃活動を行いました。

■開催エリア 四谷、目黒、新浦安、上野、亀戸、
大井町（雨のため中止）、恵比寿、大森、品川

○2010年3月26日~28日 MOWPAP国際海岸クリーンアップと
海洋ゴミ管理ワークショップ （長崎チーム）

Northwest Pacific Action plan、略してNOWPAP。日本語に訳す

と「北西太平洋地域における海洋及び沿岸の環境保全・管理・開
発のための行動計画」。長崎県平戸市で行われた国際会議
「2010 NOWPAP 国際海岸クリーンアップワークショップと海洋
ゴミ清掃」に参加しました。

○2010年3月28日 お練り祭りコラボそうじ
（南信州チーム）

長野県飯田市にて7年に1度開催される「お練り祭り」で北陸コカ・
コーラの協力をいただき、清掃活動を行いました。
またイベント会場では、ブース出展と活動PRを行いました。
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○2010年3月13日 静岡人財交流会 （静岡チーム）

地元の有志が集まり、「人対人のコミュニケーション、
交流、人脈の拡大」に基づき活動している「静岡人財
交流会」とコラボそうじを行いました。
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活動日
○2009年4月19日 コンコルド広場～シャンゼリゼ
○2009年5月30日 エッフェル塔周辺
○2009年6月28日 バスティーユ広場周辺
○2009年7月18日 ポンピドゥーセンター周辺
○2009年8月22日 テルヌ広場周辺
○2009年9月26日 ベルヴィル周辺
○2009年10月3日 シャンゼリゼ周辺
○2009年10月25日 北駅周辺
○2009年11月7日 サン・ジェルマン・デ・プレ周辺
○2009年11月21日 オペルガルニエ周辺
○2009年12月19日 ノートルダム大聖堂前広場周辺
○2010年1月30日 パリ ピラミッド 日本食街周辺
○2010年2月20日 サクレクール寺院前周辺
○2010年3月20日 オテル・ド・ヴィル周辺

活動日
○2009年4月3日
○2009年5月15日、30日
○2009年6月5日、20日
○2009年7月3日、18日
○2009年8月7日、15日
○2009年9月19日
○2009年10月17日
○2009年11月6日、17日、21日
○2009年12月4日、18日、19日
○2010年1月1日、16日、17日（ガーナ）
○2010年2月5日、20日
○2010年3月5日、20日

パリ

スリランカ

海外チーム 活動

*スリランカチームは、スプートニクスリランカと
連携しながら活動しています。
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活動日
○2009年5月30日 ピカデリーサーカス～バッキンガム宮殿
○2009年7月18日 ビックベン塔周辺
○2009年8月8日 ピカデリーサーカス周辺
○2009年8月22日 ピカデリーサーカス～ハイドパーク
○2009年9月12日 ピカデリーサーカス～ハイドパーク
○2009年9月23日 ピカデリーサーカス周辺
○2009年10月10日 ピカデリーサーカス周辺
○2009年11月28日 ピカデリーサーカス周辺
○2009年12月12日 ピカデリーサーカス周辺
○2010年1月31日 ピカデリーサーカス周辺

活動日
○2009年9月13日
○2009年9月27日
○2009年10月26日
○2009年11月19日
○2009年12月2日
○2009年12月4日
○2009年12月25日
○2010年2月10日

ロンドン

ベルリン

海外そうじ【番外編】 活動～海外に留学中の学生によるそうじ～
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*ロンドンに留学した前学生チームリーダー福嶋努を
中心活動

*ベルリンに留学した元インターンスタッフ岡本由紀を
中心に活動
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メディア実績

2009.11 ソトコト12月号
2009.11 ベイスポ11月26日

2009.12 ソトコト1月号
2009.12 東日本放送「おすすめ5ch！」

2010.1 長崎新聞1月29日
2010.1 ソトコト2月号
2010.1 ランニング生活2009 No.2

2010.2 ランニング生活2010 No.3

2010.2 まち歩き情報WEB「札幌てくてく」
2010.2 デリすぱ[熊本]

2010.2 Time out Tokyo[web]

2010.3 ソトコト4月号
2010.3 くまもと：まち×ひとガイド2010 

2010.3 信濃毎日新聞3月30日
2010.3 南信州新聞3月30日

2009.4 [Paris]nova

2009.4 [Paris] 20minutes

2009.4 [Paris]RTS

2009.4 FM-Hi !「あさラジ@Morning」
2009.4 ソトコロ5月号
2009.4 misaki2009年5月
2009.4 アレマ新聞 2009年4月1日
2009.4 日本経済新聞[北海道版]4月12日
2009.4 mixi2009年4月6日

2009.5 北海道新聞
2009.5 ソトコト6月号
2009.5 琉球新報5月15日エコ活
2009.5 沖縄タイムス5月23日
2009.5 琉球新報5月24日
2009.5 中日新聞朝刊
2009.5 タウン宮崎6月号
2009.5 南信州新聞
2009.5 中日新聞朝刊
2009.5 読売新聞熊本版5月31日
2009.5 熊本日日新聞5月31日
2009.5 宮崎日日新聞5月31日
2009.5 埼玉新聞5月31日

2009.6 ソトコト7月号
2009.6 北鹿新聞6月3日
2009.6 朝日新聞
2009.6 NHK松山放送局
2009.6 TBSラジオ[永六輔その新世界]

2009.7 湯沢ぐらし 夏号
2009.7 ソトコト8月号
2009.7 朝日新聞夕刊[九州版]

2009.8 TBSサイト「水野真裕美のエコトモ」
2009.8 ソトコト9月号
2009.8 BAILA8月号

2009.9 chouchou

2009.9 河北新報夕刊9月10日
2009.9 ソトコト10月号
2009.9 anan9月9日号

2009.10 熊本県立大学
2009.10 ソトコト11月号
2009.10 読売新聞福岡版10月18日
2009.10 読売新聞朝刊「よみうり生活本舗」
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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。

［ 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。

［ パンフレット ］

green birdの紹介パンフレット。

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。
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協賛

1口金額：100万/年 （原則として）
㈱タワーレコード/2.5口、
商店街振興組合原宿表参道欅会/1.5口、
㈱スパイア/1.2口、エイアイジー・スター生命保険㈱/1.1口、
㈱八千代銀行/1口、㈱オッシュマンズ・ジャパン/0.6口

［ A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枞を
設けて募集中です。

1口金額：20万/1イベント （原則として）

㈱木楽舎/5.2口、ギャップジャパン㈱/3口、
㈱サニーサイドアップ（大塚食品㈱）/2.6口、
グリーントウキョウガンダムプロジェクト/2.5口、
㈱ブランディング/㈱F1メディア（TGC）/2.1口、
㈱ハッピータウンラボ/2口、㈱丸井グループ/1.5口、
㈱J-WAVE/1口、㈱ペー・ジェー・セー・デー/1口、
NPO法人ピアサポート/1口、（社）高崎青年会議所/0.8口

［ B協賛金］

1口金額：1万/年 (原則として）

㈱ファンケル/20口、㈱ホットスタッフ・プロモーション/11口、
歌舞伎町商店振興組合/10口、エクソンモービル(有)/10口、
㈱グリーンルーム/4.9口、NPO法人チャリティ・プラットフォーム/4口、
㈱ガーラ湯沢/3.9口、エイベックス㈱/3.5口、
NPO法人アースデーマネー・アソシエーション/2口、
シブヤオフィス代官山/2口、豊島区社会福祉協議会/2口、
明山茶業㈱/2口、㈱日本テレビフットボールクラブ/1.6口、
㈱東急レクリエーション/1口、㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー/1口、
新宿ゴールデン街劇場/1口、めし処ひょっとこ/1口、㈱アイキュージー/1口、
とんかつ茶漬けすずや/1口、Mott’s Bar元/1口、

［ C協賛金］

［ 協賛品 ］

greenbird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、
ゴミ袋・ドリンクは日本コカ・コーラ㈱、
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。

［ greenbirdオフィシャルグッズ ］

［ 協賛金 ］
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『缶バッチ』

『表参道ヒルズ×greenbirdコラボ傘』

『OSHMAN’S×greenbirdコラボTシャツ』

『歌舞伎町3周年グッズ』



そうじ参加者数

延べ約24,000人の人たちとおそうじしました！
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

1表参道・事務局 1,028 309 343 651 690 449 300 369 530 246 254 588 5,757

2下北沢 80 57 71 71 93 61 97 72 73 53 62 31 821

3福岡 245 659 337 490 362 304 331 287 191 186 189 266 3,847

4駒沢 109 47 15 39 29 39 113 42 35 37 62 16 583

5鎌倉 40 56 20 21 39 36 26 34 41 31 35 31 410

6吉祥寺 112 62 82 57 64 115 39 13 45 45 31 40 705

7渋谷 84 90 60 63 83 40 27 67 90 0 90 48 742

8歌舞伎町 66 90 70 36 190 48 30 82 127 66 24 72 901

9学生 46 113 123 71 54 106 73 136 125 59 74 123 1,103

10長崎 109 103 149 161 158 110 220 121 64 89 71 42 1,397

11パリ 22 31 22 20 24 26 27 38 15 25 18 0 268

12熊本 80 131 44 66 58 77 123 56 65 66 45 46 857

13外苑 16 66 15 18 20 29 9 46 10 17 13 16 275

14赤坂 93 110 80 93 34 40 68 68 58 55 48 43 790

15宮崎 17 63 20 59 48 53 39 16 11 5 12 16 359

16アメ村大阪 19 54 52 28 54 50 268 37 34 22 0 0 618

17京都 36 92 13 30 15 4 8 19 16 14 10 5 262

18スリランカ 11 49 26 16 20 12 3 55 37 12 100 32 373

19南信州 22 124 26 22 20 174 33 9 23 30 9 36 528

20静岡 22 8 4 13 24 8 14 8 22 29 12 45 209

21越後湯沢 28 19 11 23 9 7 38 5 4 7 7 17 175

22大宮 12 42 29 10 14 9 11 3 16 8 9 2 165

23名古屋 30 158 73 34 36 69 104 86 77 50 72 102 891

24札幌 12 52 44 11 30 46 20 32 10 15 38 13 323

25松山 3 87 9 10 14 4 9 0 18 11 15 0 180

26沖縄 20 150 102 34 36 12 0 14 9 0 0 45 422

27相模原 131 102 0 60 39 66 18 68 0 105 32 43 664

28千葉 0 30 17 33 37 37 27 45 30 33 40 0 329

29仙台 0 20 17 18 5 20 23 20 9 13 0 11 156

小計 2,493 2,974 1,874 2,258 2,299 2,051 2,098 1,848 1,785 1,329 1,372 1,729 24,110



平成２１年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 green bird （単位：円）

前会計年度末
（平成21年3月31日）

当会計年度末
（平成22年3月31日）

Ⅰ 資産の部

１ 流動資産

現金預金（注記1）

現金 30,324 6,515 

預金 20,194,744 12,692,082 

棚卸資産 - -

未収入金 2,442 4,884 

短期貸付金 - 1,800,000 

前払費用（注記2） 150,000 150,000 

流動資産合計 20,377,510 14,653,481 

２ 固定資産

建物附属設備 106,000 106,000 

工具器具備品 1,707,534 1,707,534 

固定資産合計 1,813,534 1,813,534 

３ その他資産

敷金 1,200,000 1,200,000 

その他資産合計 1,200,000 1,200,000 

資産合計 23,391,044 17,667,015 

Ⅱ 負債の部

１ 流動負債

未払金 - -

預り金 48,488 32,723 

未払費用 - -

流動負債合計 48,488 32,723 

負債合計 48,488 32,723 

正味財産 23,342,556 17,634,292 

その４．第７期収支
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その４．第７期収支

平成２１年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算表

特定非営利活動法人 green bird （単位：円）

当会計年度
（平成21年4月１日から
平成22年3月31日まで）

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4） 13,693,405 
３ 補助金 -
４ その他 2,913 
経常収入合計 13,698,760 

Ⅱ 経常支出の部
１ 事業費

環境美化及び保全事業 4,758,643 
人材育成事業 -
イベント企画・開催事業 4,085,899 
調査研究事業 -
普及・啓蒙事業 1,876,911 
雑費 - 10,721,453 

２ 管理費
役員報酬 -
給与手当 3,664,983 
外注費（管理） 336,000 
荷造運賃発送費 404,295 
広告宣伝費 -
会議費 220,480 
通信費 610,214 
消耗品費 564,485 
水道光熱費 211,655 
支払手数料 828,534 
リース料 17,262 
地代家賃 1,806,400 
雑費 21,263 8,685,571 

経常支出合計 19,407,024 
経常収支差額 (5,708,264)

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 - -
その他資金収支差額 -
当期資金収支差額 (5,708,264)
前期繰越資金 20,329,022 
次期繰越資金（注記3） 14,620,758 



その４．第７期収支

注記事頄

1. 現金預金
（単位：円）

平成21年3月31日現在
普通預金（三菱東京UFJ銀行 原宿支店） 20,174,730 
普通預金（歌舞伎町口座） 20,014 

20,194,744 

平成22年3月31日現在
普通預金（三菱東京UFJ銀行 原宿支店） 12,672,068 
普通預金（歌舞伎町口座） 20,014 

12,692,082 

2. 前払費用
（単位：円）

平成21年3月31日現在
平成20年4月分事務所前払家賃 150,000 

平成22年3月31日現在
平成21年4月分事務所前払家賃 150,000 

3. 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 6,515 
預金 12,692,082 
未収入金 4,884 
短期貸付金 1,800,000 
前払費用 150,000 
預り金 (32,723)

期末資金残高 14,620,758 



その４．第７期収支

4. 寄付金
（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
㈱タワーレコード 2,500,000 
商店街振興組合原宿表参道欅会 1,500,000 
㈱スパイア 1,200,000 
エイアイジー・スター生命保険㈱ 1,100,000 
㈱八千代銀行 1,000,000 
㈱オッシュマンズ・ジャパン 600,000 

7,900,000 

Ｂ協賛金
㈱木楽舎 1,050,000 
ギャップジャパン㈱ 630,000 
㈱サニーサイドアップ 520,000 
グリーントウキョウガンダムプロジェクト 500,000 
㈱ブランディング/㈱F1メディア 430,000 
㈱ハッピータウンラボ 400,000 
㈱丸井グループ 300,000 
㈱J-WAVE 200,000 
㈱ペー・ジェー・セー・デー 200,000 
NPO法人ピアサポート 200,000 
（社）高崎青年会議所 170,000 

4,600,000 

Ｃ協賛金
㈱ファンケル 200,000 
㈱ホットスタッフ・プロモーション 110,000 
歌舞伎町商店街振興組合 100,000 
エクソンモービル(有) 100,000 
㈱グリーンルーム 49,000 
特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォーム 41,000 
㈱ガーラ湯沢 39,000 
エイベックス㈱ 35,000 
特定非営利活動法人アースデーマネー・アソシエーション 21,000 
シブヤオフィス代官山 20,000 
豊島区社会福祉協議会 20,000 
明山茶業㈱ 20,000 
㈱日本テレビフットボールクラブ 16,000 
㈱東急レクリエーション 10,000 
㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー 10,000 
新宿ゴールデン街劇場 10,000 
めし処ひょっとこ 10,000 
㈱アイキュージー 10,000 
とんかつ茶漬けすずや 10,000 
Mott's Bar元 10,000 

841,000 



終りに

Special Thanks
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ご支援いただいた企業・団体様
etc… 活動にご参加いただいた皆様



終りに

平成22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７期目を
終えることができました。

本当にありがとうございます。

７期目は活動場所が３０を超え、各地域で
活動が根付くことと、各チームで横の連携を
作っていこうということでやってきました。

いくつかのチームで協同のイベントがあったり、
色んなチームのそうじに行く参加者がいたりと

段々と形になってきました。

地域にコミュニティを僕ららしく作っていく。
楽しくそしてできるかぎりの気分で。

目指せ１００チームで頑張っていきます。

今後ともどうぞよろしくお願いします！
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