
第6期活動報告書
（平成20年4月1日~平成21年3月31日）

特定非営利活動法人 green bird



1 概要 [P3～5]

green birdとは

宣言

活動とビジョン

2 組織について [P6～8]

組織
チーム紹介

3 活動について [P9～27]

イベント
メディア
協賛
そうじ参加者数

4 第6期収支 [P28～34]

特定非営利活動に係わる事業会計財産目録
特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表
特定非営利活動に係わる事業会計収支計算表
注記

5 終りに [P35]

INDEX



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・熊本・（鹿児島）・宮崎・札幌・仙台

名古屋・松山・沖縄・相模原・パリ・スリランカ *2009年6月現在

概要
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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 3,656名
・ メルマガ登録者数 3,275名 （平成21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

・全国で活動している全エリアにて、定例のおそうじボランティアを行っています。

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～

2010年
「ゴミのポイ捨て、かっこ悪いぜ！」という気持ち・思想を

4,000万人の人たちと共有したい！

グランド・ビジョン
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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：鈴木寛

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

名古屋

大宮

南信州

越後湯沢

松山

沖縄

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

各チーム

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～
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～

リーダー：岸野宏子・由水千晶

学生チーム 2007年1月～

活動日：毎週木曜日
20:00～

リーダー：ごうまなみ

長崎チーム 2007年10月～

活動日：毎月第2、4水曜日8:15～
毎月第1火曜日20:00～
毎月第3日曜日11：30～

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～

赤坂チーム 2008年7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
8:30～

リーダー：秋沢淳子・横尾俊成

鹿児島チーム 2008年6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～

活動日：毎月第2、4火曜日
18:30～

リーダー：赤見直人
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チーム紹介

活動日：毎月第2日曜日
13:00～
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

9:30～
毎月第3火曜日9:30～

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土曜日10:00～

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：毎月第3木曜日
8:00～ 他

リーダー：田中啓介

沖縄チーム 2009年3月～

活動日：月に2回程度
事前告知

リーダー：荒川健次郎

相模原チーム 2009年4月～

活動日：毎月最終土曜日
14:00～

リーダー：多田収

パリチーム 2007年1月～

活動日：毎月第1金曜日・第3土曜日
14:00～

リーダー：佐川広人

スリランカチーム 2008年10月～

活動日：
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3日曜日

10:00～ 他
リーダー：森裕貴（単駆）

活動日：毎月第1土曜日11:00～
毎月第3金曜日18:00～
毎月最終金曜日10:30～

リーダー：篠部大五郎

京都チーム 2008年12月～
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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20年4月から平成21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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そうじイベント

○2008年4月1日 駒沢公園お花見そうじ （駒沢チーム）

今年で4回目となる駒沢チームの恒例行事の「お花見そうじ」。
今回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、
個性豊かなチームが駒沢公園内に羽ばたき、隠されたお宝を探
したり、ポイントになるゴミを拾い、チームごと一致団結して高ポ
イント獲得のため頑張りました。

○2008年4月19日～20日 アースデー東京 （greenbird事務局）

4月19,20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やチャリティグッズの
扱いも行いました。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。

○2008年4月29日 東京ネイチャーランド プレキックオフ
（吉祥寺チーム）

9月に本格稼働する井の頭公園を舞台にしたNPOネイチャーランド
のプレキックオフイベントに参加しました。
イベントでは、井の頭公園を中心に活動するNPOやパフォーマーが
集まり、各々の活動やパフォーマンスを披露。greenbirdは清掃活動
を行いました。

○2008年4月29日 HIP HOP！ IID GREEN DAYコラボそうじ
（greenbird事務局）

世田谷ものづくり学校にて開催されたGREEN DAY vol.5に「Time to 
dance! Time to clean!」というタイトルで参加してきました。
当日は、HIPHOPを楽しく踊ることを通じて健康増進＆シェイプアップ
を目指している「世田谷区週末早朝ダンスコミュニティ」のみなさまや
ダンス未経験のOYAJIたちを対象にダンス初体験のgreenbirdも見よ
う見真似でHIPHOPを踊りました。そして、ダンス終了後、クールダウ
ンをし世田谷公園周辺の清掃活動を行いました。

○2008年4月12 FOOTMARK×greenbird （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
から宮下公園までコラボそうじを行いました。
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○2008年5月3日 東京ヴェルディ1969スタジアムクリーン
＠国立競技場 （greenbird事務局）

○2008年5月4日 吉祥寺音楽祭 （吉祥寺チーム）
○2008年5月17日 全国横断ｲｵﾝｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰン （長崎チーム）

○2008年5月3日 全国同時多発エコ＠下北沢
（下北沢チーム）

昨年から始まった5月3日の全国同時多発エコ。
今年は下北沢チームが本格参戦し、清掃活動を行いました。

○2008年5月4日 MUSIC DAY  （駒沢チーム）

5月4日、みどりの日。そして、文字通り音楽を楽しむ日
「MUSIC DAY」。
greenbirdとgentole oneは、駒沢オリンピック公園 中央広
場会場に参加し、心地よい音楽を楽しむばかりでなく、12
時からとLIVE終了後に会場周辺の清掃活動を行いました。

○2008年5月25日 STOMP×greenbird （下北沢チーム）

セリフはまったくなく、手に持ったデッキブラシで行う
パフォーマンス集団「STOMP」の来日公演を記念にして
下北沢で清掃活動を行いながらパフォーマンスを見せて
くれました。

○2008年5月31日 ラグビー国際親善試合コラボそうじ＠国立競技場
（外苑チーム）

ラグビー国際親善試合にて、日本ラグビー協会と初コラボそうじ。
日本ラグビー協会×greenbirdのオリジナルゴミ袋を作成し、来場者に配
布。観客へのゴミの分別回収＆持ち帰りの呼びかけを行い、試合終了後
には、スタンドクリーンを行いました。
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○2008年6月1日 東京六大学野球2008年春季リーグ
早慶戦そうじ＠神宮球場 （外苑チーム）

東京六大学野球の伝統の一戦 早慶戦にて六大学野球のサ
ポートを行っている八千代銀行さんと一緒に清掃活動を行いま
した。
神宮球場の周りは、greenbirdのそうじ前に早稲田、慶応の学生
さんがそうじをしてくれていたこともありキレイでしたが、少し離
れた場所にはやはりゴミが落ちていて、初夏の暑さの中、
約1時間半ほど3チームに分かれて清掃活動を実施、その後
試合観戦を楽しみました。

○2008年6月21日 キャンドルナイト＠OMOTESANDO
（表参道チーム）

6月21日、夏至。毎年恒例のキャンドルナイト＠OMOTESANDOに
参加しました。
「電気を消して、スローな夜を」をキャッチフレーズに今年も全国900ヵ所以上
でキャンドルを灯した、おだやかなイベントが開催されました。なかでも、この
表参道では、芸大やデザイン系専門学校、商店会、そしてカフェなどの店舗が
連携して、キャンドルナイトを盛り上げています。 greenbird表参道は例年通り、
地元の小学生たちが行うキャンドルパレードのサポートをしてきました。今回
のコンセプトは「大切な人へのメッセージ」。事前に行われたキャンドルバッグ
づくりのワークショップでは、たくさんの生徒たちが、お父さんやお母さんたち
に言葉や絵で“ありがとう”のメッセージを書いてくれましました。

○2008年6月21日 土曜そうじmeetsアビスパ福岡 （福岡チーム）

6月21日は、greenbirdとアビスパサポーターの
コラボそうじで、恒例の天神土曜
そうじを変更して「土曜そうじmeets
アビスパ福岡」を行いました。

○2008年6月22日 ラグビー日本代表試合コラボそうじ＠国立競技場
（外苑チーム）

6月22日国立競技場で行われたラグビー日本代表試合<IRBパシ
フィック・ネーションズカップ TOSHIBAジャパンラウンド：フィジー代表
戦>にて、前回同様ゴミ袋の配布、ゴミの分別、持ち帰りの呼びかけ、
スタンドクリーンを行いました。
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○2008年7月6日 北沢音楽祭 （下北沢チーム）

下北沢チームの恒例行事、北沢音楽祭。
今年も暑い中、パレードに参加しながらも清掃活動を行いました。

○2008年7月22日 P.G.C.D創立記念そうじ
（greenbird事務局）

スキンケア商品を扱う㈱P.G.C.Dの創立記念日に
コラボそうじを行いました。

○2008年7月22日 都立広尾高校そうじ
（greenbird事務局）

昨年に続き今年も都立広尾高校の1年生約200名と共に
渋谷の街をキレイにしました。

○2008年7月26日～27日 ながさきみなとまつり
（長崎チーム）

長崎チーム活動開始から1周年。
福岡チームからの応援と、吉祥寺チームリーダー
登坂亮太をライブゲストに迎え、活動PR、清掃活動を
行いました。

○2008年7月23日～24日 鹿児島MBC祭り
（鹿児島チーム）

鹿児島の夏といえば「MBC夏祭り」！ということで、
今年は「ウミガメプロジェクト」にあわせて、
清掃活動を行いました。

○2008年7月18日~21日 ap bank fes’08
（greenbird事務局）

昨年は台風の関係で1日しか開催されなかった
ap bank fes。
今年は天候にも恵まれ、無事に3日間開催されました。
greenbirdは、例年通りブースにて活動PRとエコバッグのワークショッ
プ、それと会場内のそうじパトロールと掛川駅周辺の清掃活動を地元
NPO掛川若者支援会の協力のもと行いました。
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○2008年8月17日 原宿よさこい連×元氣連×greenbirdコラボそうじ
（表参道チーム）

「原宿表参道元氣祭りスーパーよさこい」のプレイベントとして
8月17日に地元のチームとコラボそうじを行いました。

○2008年8月23日～24日 Slow Music Slow Live in池上本門寺
（greebird事務局）

雨ときどきゲリラ豪雨の中、東京大田区・池上本
門寺にて開催された「Slow Music Slow Live 
2008」に今年も参加し、ゴミ分別のナビゲーション
と活動PRを行いました。

○2008年8月27日 東京ヴェルディ1969サポーターとそうじ
（greenbird事務局）

東京ヴェルディのホームゲームにて行われた読売新聞サンクス
デーエコクリーン活動の一環でヴェルディサポータと一緒に
試合開始前に清掃活動を行いました。

○2008年8月31日 歌舞伎町2周年記念そうじ （歌舞伎町チーム）

歌舞伎町の活動がスタートして2年ということで、記念そうじを行い
ました。
普段は夜のそうじを行う歌舞伎町チームですが、この日は昼間の
歌舞伎町の清掃活動を行い、そうじ終了後には参加者全員に記念
グッズとして扇子がプレゼントされました。

○2008年8月24日～25日 原宿表参道元氣祭スーパーよさこい
（表参道チーム）

表参道の恒例行事「原宿表参道元氣祭スーパーよさこい」。
今年も例年通り、ブースに活動PRと会場周辺の清掃活動を行いま
した。
また、2日目のパレードでは、尺八演奏者「き乃はち」制作による
greenbirdよさこいのテーマ曲「ホーハイ節」に合わせて、竹トングを
鳴子代わりに持ち少しだけ踊ってみました。
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○2008年9月5日 ジャパンラグビートップリーグ （外苑チーム）

9月5日「ジャパンラグビートップリーグ」が開幕。秩父宮で行われ
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。また、巨大なサクラフラッグ入場のお手伝いも行
い、ピッチに入場までさせていただきました。

○2008年9月5日～7日 SunSetLive2008 （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。

○2008年9月6日 TOKYO GIRLS COLLECTION2008
（greenbird事務局）

9月6日、国立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 2008 A/W」が開
催されました。通算7回目になるこのイベントにgreenbirdは初参
加し、開場周辺の清掃活動と会場内にブースを設置し活動PRを
行いました。また、会場内の大きなスクリーンには、後日行うアフ
ターイベントの告知もさせていただきました。

○2008年9月7日 BE-IN2008 （表参道チーム）

60年代にアメリカ西海岸でスタートした「LOVE&PEACE」のイベン
ト「BE-IN」に表参道チームは初参加しました。
当日は、会場となった明治公園にブース出展し、活動PR＆清掃
活動を行いました。

○2008年9月14日 赤坂氷川祭り （赤坂チーム）

赤坂チームは、地元赤坂で行われた氷川祭りに参加し、山車の警
備をしながら、休憩場所のゴミ拾いを行いました。

○2008年9月19日 インテル株式会社×greenbird
（赤坂チーム）

CMでお馴染みのインテル株式会社さんと赤坂チームは、9月19
日、少々天候の悪い中、コラボそうじを行いました。
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○2008年9月20日 東京ヴェルディスタジアムクリーン八千代銀行デー
（greenbird事務局）

味の素スタジアムで行われた「東京ヴェルディVS大分トリニータ戦」は、八千
代銀行デーということで、greenbird一同は、試合観戦＆スタジアムクリーン
に行ってきました。

○2008年9月21日 TOKYO GIRLS COLLECTION×greenbird
（greenbird事務局）

9月6日に行われた「TOKYO GIRLS COLLECTION」のアフターイベン
トとして、渋谷の街の清掃活動を行いました。

○2008年9月20日 シブヤ大学コラボそうじ （greenbird事務局）

2周年を迎えたシブヤ大学とコラボレーション。いつも校舎として使わせ
ていただいている街の一つである表参道でgreenbirdの
授業＆そうじを行いました。

○2008年9月23日 青山学院大学 同窓会祭「クリーン青山」に参加
（学生チーム）

青山学院大学交友会のお祭りの一環として青山学院大学のOB＆OG
のみなさまと一緒に学校周辺の清掃活動を行いました。

○2008年9月23日 「六ヶ所村ラプソディー」自主上映会＆そうじ
（greenbird事務局）

「表参道ミーティングvol.01」と銘打って、六ヶ所村の現状と問題を描い
たドキュメンタリー映画「六ヶ所村ラプソディー」の自主上映会を表参道
ヒルズ裏のヘアサロン「COLORS」にて行いました。
イベントは、greenbirdと「COLORS」の共催。上映前には、みんなで表
参道と若者が集まるキャットストリートの清掃活動を行いました。

○2008年9月28日 青山熊野神社秋祭りコラボそうじ
（外苑チーム）

外苑チームは、地元である青山熊野神社の秋祭りに参加し、
街のゴミパトロールと屋台のお手伝いを行いました。
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○2008年10月18日 「世田谷クリーンウォーク」に参加
（下北沢チーム）

昨年参加した「世田谷クリーンウォーク」。
今年は、北沢タウンホールから「せたがや未来博」会場の
世田谷区役所までクリーンウォークを行いました。

○2008年10月5日 第6回富士山樹海そうじ2008
（greenbird事務局）

今年で6回目を迎えた富士山そうじ。
今年も富士山クラブのご協力のもと、樹海そうじを
行いました。

○2008年10月25日 コスモアースコンシャス
アクトクリーンキャンペーンin TOKYO（greenbird事務局）

昨年からコラボレーションそうじを行っている「コスモアースコンシャス」。
今年もゲストにRAG FAIRとAKB48を迎え、渋谷の街を14チームに
分かれて、総勢約350名もの参加者と共に清掃活動を行いました。

○2008年10月26日 ハロウィンパンプキンパレード2008
（表参道チーム）

毎年恒例の表参道イベント「ハローハロウィンパンプキン
パレード」に今年も参加し、仮装を楽しみながらも、パレードの
最後尾にて清掃活動を行いました。

○2008年10月29日 「東南アジア青年の船」のみなさんとそうじ
（表参道チーム）

内閣府主催の「東南アジア青年の船」事業の一団がgreen birdを訪問。
ボランティア活動の体験を行いました。
そうじ後は、通訳を交えながらgreenbirdの活動について説明を行いました。

○2008年10月26日 千葉そうじ OSHMAN’S千葉×
そうごう千葉店×greenbird （greenbird事務局）

日頃からご協力いただいているOSHMAN’Sの
千葉店オープンを記念して、千葉そうじを行いました。

○2008年10月11日～13日 「日韓学生つしま会議～漂流ごみを拾う・考える」に参加
（長崎チーム）

長崎県が行っている日本と韓国の大学生の国際交流と海洋環境保全を目的とした
3ヵ年事業「日韓学生つしま会議～漂着ごみを拾う・考える～」に参加してました。
メインの2日目には、対馬の海岸に漂着したゴミの清掃活動を行いました。
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○2008年11月2日 オーガニックフェスタ2008
（鹿児島チーム）

「自然と暮らす 地球と遊ぶ」”オーガニックな暮らし”の
提案をするオーガニックフェスタに鹿児島チームは
参加し、ブース出展と会場の清掃活動を行いました。

○2008年11月1日 長崎総合化学大学環境シンポジウムに参加
○2008年11月3日 東京六大学野球2008秋季リーグ早慶戦＠神宮球場 （外苑チーム）
○2008年11月22日 ラグビー日本代表VSアメリカ代表試合スタンドそうじ （外苑チーム）
○2008年11月29日 神宮前祭り （表参道チーム）

○2008年11月16日 橘通りパークプロジェクト
（宮崎チーム）

橘通り公園美化実験の一環でgreenbirdは、
ブースを出展し活動のPRと清掃活動を行いました。

○2008年11月24日 F.I.Tチャリティラン （外苑チーム）

都内を中心とした金融サービスおよび関連事業を展開する企業で
働く有志のみなさんが運営されている「F.I.Tチャリティラン」の運営
ボランティアとしてお手伝いを行いました。マラソン終了後には、
コースとなった神宮外苑の清掃活動を行いました。

○2008年11月21日 ラグビー日本代表選手とそうじ
（外苑チーム）

日本ラグビーフットボール協会とgreenbirdが共同で取り
組んでいる「One for green, All for earth」プロジェクトの
一環として、ラグビー日本代表選手と協会スタッフの
皆さんとコラボそうじを行いました。

○2008年11月1日～3日 首都大学学園祭 （学生チーム）

首都大学学園祭への参加も今年で4年目。参加し始めたころから
みやこ祭とgreen birdを繋げてくれた首都大の学生サークル「klu：
(クルー)」の協力の元、去年から始まった南大沢でのおそうじパ
レード、大好評だった首都大サンバ隊とのコラボレーションそうじを
行いました。

○2008年11月30日 「夢の吹く丘」水辺の森ステージ
×greenbirdコラボそうじ （長崎チーム）

稲佐ロックフェスティバル「夢の吹く丘」水辺の森ステージで
greenbirdは、ブース出展し、活動PRや清掃活動を
行いました。
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○2008年12月14日 青島太平洋マラソンそうじ （宮崎チーム）

宮崎県知事も出場した「青島太平洋マラソン」でgreenbirdは、
応援＆清掃活動を行いました。

○2008年12月14日 吉祥寺3周年パーティ （吉祥寺チーム）

雨男がリーダーを勤める吉祥寺チーム。残念ながら当日、雨が
降ってしまいそうじは中止になってしまいましたが、パーティだけ
開催されました。

○2008年12月7日 greenbird×Today＋「トモダチ100人できるかな？」に参加
（長崎チーム）

greenbird長崎チームとToday＋（長崎市浜の町アーケードを
拠点として活動しているストリートミュージシャンの団体）の
コラボイベント「トモダチ100人できるかな？」 に参加し
清掃活動を行いました。

○2008年12月23日 表参道クリスマスそうじ
（表参道チーム）

毎年恒例の表参道クリスマスそうじを今年も開催しました。
表参道を中心に3コースに分かれてそうじをした後、今年も
たくさんの企業にご協力いただき、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。

○2008年12月11日 ピカピカケヤッキー大作戦
（表参道チーム）

地元の小学校「神宮前小学校」で年に3回開催される
「ピカピカケヤッキー大作戦」。
冬のこの時期は、落ち葉中心に表参道のそうじを行い、
greenbirdは子どもたちのお手伝いを行いました。

○2008年12月1日～2009年1月12日 キャンドルバード
（greenbird事務局）

表参道では｢ｴｺｱﾍﾞﾆｭｰﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ｣と称し､表参道だからできる“あか
りの灯し方”そして､誰もが共感でき､誰もが参加できることをﾃｰﾏと
した､環境に配慮した“あかりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ”として､今年はｷｬﾝﾄﾞﾙのあ
たたかい灯りでけやき並木を照らします｡
greenbirdは、この時期ｷｬﾝﾄﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞとして､ｷｬﾝﾄﾞﾙの灯りを灯すお
手伝いを行いました。
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○2009年1月10日 全国大学ラグビーフットボール選手権大会
決勝戦＜早稲田vs帝京＞ （外苑チーム）

第45回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝戦、
早稲田大学VS帝京大学の試合が、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。

○2009年1月17日 新風館酔唄イベント （京都チーム）

新風館で行われたライブイベントでアーティストと共に
清掃活動を行いました。

○2009年1月25日 横須賀出張そうじ （鎌倉チーム）

鎌倉チームは1月25日、同じ神奈川県である横須賀に
出張そうじに行って来ました。

○2009年1月18日 エコ始め2009渋谷原宿100人クリーン
プロジェクト （greenbird事務局）

「エコ始め2009 渋谷原宿☆100人クリーン・プロジェクト！
supported by Coca-Cola」を開催しました。このイベントの模様は、
環境エコ雑誌「ソトコト」にも掲載されました。

○2009年1月23日 Gap×greenbirdコラボそうじ
（greenbird事務局）

1月23日「Gap Japan×green bird スペシャル朝そうじ」を決行し
ました。今年から年に4回、こうしたコラボそうじをGapと行うことに
なり、このコラボそうじのためにGap特製スペシャルビブスを着用
し、新宿の街の清掃活動を行いました。

○2009年1月31日 「しもきた天狗祭り」に参加 （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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○2009年2月1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。

○2009年2月28日 日本ラグビーフットボール選手権大会決勝
（外苑チーム）

2月28日(土)「第46回日本ラグビーフットボール選手権大会」決勝
戦が秩父宮ラグビー場で開催されました。今シーズンを締めくくる
大切な試合に、greenbirdも参加。これまでの反省を生かし、今回
はボードも作って徹底的にゴミの持ち帰りを呼びかけました。
またスタジアム内でのゴミ袋の配布も徹底した甲斐あって、試合終
了後のスタジアムは今までと比べるとゴミが圧倒的に少なく大成
功に終えることができました。
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○2009年3月8日 ア∞ススイッチ「ぼくらの学校プロジェクト」
（名古屋チーム）

ア∞ススイッチ「ぼくらの学校プロジェクト」というイベントで、講演
会＋ゴミ拾い！という面白い企画に代表のハセベが講演を行い
ました。
そして、講演後には、清掃活動も行いました。

○2009年3月8日 湯沢雪まつりに参加 （越後湯沢チーム）

越後湯沢で行われたビックイベント「湯沢雪まつり」にgreenbirdは
参加し、温泉街の方々やイベントの実行委員会の方々と会場の清
掃活動を行いました。

○2009年3月15日 セントパトリックスデー （表参道チーム）

表参道の毎年恒例行事の一つ「セントパトリックスデー」に今年も
参加し、パレード最後尾にて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。

○2009年3月7日、8日 東京ガールズコレクション＆
渋谷ガールズコレクション （greenbird事務局）

3月7日、8日と代々木第一体育館で行われた、東京ガールズコレ
クション＆渋谷ガールズコレクションに昨年に参加し、ブース出展
とケイタリングコーナーの分別ナビゲーションを行いました。

○2009年3月21日 TGC＆SGC 渋谷クリーンプロジェクト
（greenbird事務局）

3月7、8日に行われたTGC＆SGCのアフターイベントとして、いつ
もお世話になっている渋谷の街をキレイにする目的でイベントス
タッフ、参加してくれた観客をはじめ、渋谷109にもご協力いただき、
コラボイベントを行いました。

○2009年3月29日 新風館イベントそうじ （京都チーム）

リーダー大五郎が主催する新風館での音楽イベントで清掃活動を
行いました。
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活動日
○2008年4月19日 サンジェルマンデプレ
○2008年5月24日 バスティーユ広場
○2008年6月28日 モンパルナスタワー・モンパルナス駅
○2008年7月26日 ボン・マルシェ周辺
○2008年8月23日 シャンゼリゼ通り
○2008年9月20日 マドレーヌ寺院周辺
○2008年10月25日 トロカデロ周辺
○2008年11月29日 GALERIES LAFAYETTE百貨店/PRINTEMPS百貨店周辺
○2008年12月20日 ノートルダム大聖堂前広場
○2009年1月31日 オルセー美術館周辺
○2009年2月21日 ポルトマイヨー周辺
○2009年3月28日 コンシェルジェリー周辺

活動日
○2008年10月5日
○2008年12月5日、20日
○2009年1月2日、17日
○2009年2月6日、21日
○2009年3月6日、21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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メディア

2008.11 ソトコト12月
2008.11 こまざわくるり2008.11 

2008.12 [Paris] le Parisien 2008年12月22日パリ市内版
2008.12 ソトコト2009年1月号
2008.12 DOMINA2008.12 
2008.12 Men's NON-NO2009.1 
2008.12 自転車Way! 

2009.1 デリすぱ ＃227 
2009.1 [Paris] HAYAKOO 2009年1月14日
2009.1 ソトコト2月号

2009.2 ソトコト3月号
2009.2 ソトコト3月号「エコ始め渋谷原宿クリーンアップ」
2009.2 モーハワイwebサイト
2009.2 SEVEN SEAS2009.2 
2009.2 BIG ISSUE

2009.3 Press TV 
2009.3 ヤングマガジンNo.17 
2009.3 SEVEN SEAS 5月号
2009.3 少年マガジン3月25日号
2009.3 少年ジャンプ3月30日号
2009.3 ソトコト4月号
2009.3 新潟日報 3月12日

2008.4 ［福岡］J-comマガジンに連載開始！5月号
2008.4 [Paris] HAYAKOO 2008年4月25日
2008.4 プレスブログ[エニグモ社会貢献プログラム] 
2008.4 ソトコト5月号
2008.4 an weekly2008.3 
2008.4 SHIBUYA-FM 78.4／village voice（2008.03.31）
2008.4 [Paris] Bisou bien-第2号 2008年春

2008.5 ［福岡］EP6月号
2008.5 読売新聞夕刊
2008.5 ［福岡］J-comマガジン6月号
2008.5 SHIBUYA-FM 78.4／village voice（2008.05.21）
2008.5 ソトコト6月号
2008.5 [Paris] フランスニュースダイジェスト855号 2008年5月1日

2008.6 ［福岡］J-comマガジン7月号
2008.6 SHIBUYA-FM 78.4／village voice（2008.06.17）
2008.6 ソトコト7月
2008.6 ogi7月号
2008.6 with7月号
2008.6 ［福岡］城下町ツアーそうじが「天神経済新聞」

2008.7 SHIBUYA-FM 78.4／village voice（2008.07.29）
2008.7 [福岡JCOMマガジン8月号
2008.7 ソトコト8月
2008.7 タウンみやざき2008.7 
2008.7 熊本日日新聞
2008.7 ［福岡］conte(summer)

2008.8 [熊本]読売新聞熊本版
2008.8 [福岡]JCOMマガジン9月号
2008.8 熊本県だより
2008.8 ソトコト9月号
2008.8 ラグビーマガジン
2008.8 リビングむさしの
2008.8 「小さな親切」運動熊本県だより

2008.9 [福岡]JCOMマガジン好評連載中！10月号
2008.9 GO OUT
2008.9 Lingkaran
2008.9 ソトコト10月
2008.9 Asahi Firstbio
2008.9 [熊本]FM791「小さな親切運動」にて インタビュー受けました

2008.10 マチカラドットコム【web】
2008.10 [福岡]JCOMマガジン11月号
2008.10 産経新聞
2008.10 CanCam 2008/11月号
2008.10 Oggi
2008.10 あるじゃん
2008.10 ソトコト11月
2008.10 MACROCOSM（内閣府国際交流事後活動ニュース）
2008.10 内閣府青年国際交流事業 事後活動ニュース
2008.10 [福岡市環境市民ファンド」

24



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。

［パンフレット ］

昨年、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。
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協賛

1口金額：100万/年 （原則として）
特定非営利活動法人チャリティ・プラットホーム/10口、
日本コカ・コーラ㈱/9口、㈱タワーレコード/3口、
八千代銀行/3口、日本たばこ産業㈱/2.5口、
商店街振興組合原宿表参道欅会/1.5口、
㈱リクルート/1.1口、㈱スパイア/1口、㈱電通/0.5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枠を
設けて募集中です。

1口金額：20万/1イベント （原則として）
㈱エフエム東京/1.5口、ギャップジャパン㈱/1.5口、㈱ブランディング/1.1口、
㈱ハルコミュニケーション/1口、㈱アサツーディケイ/0.5口、

［ B協賛金］

1口金額：1万/年 (原則として）
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/18口、
㈱日本テレビフットボールクラブ/14.9口、
社団法人日本青年奉仕協会/11口、 K美容室/10口、
レコテック㈱/6口、歌舞伎町商店街振興組合/5口、明山茶業㈱/2口、
㈱東急レクリエーション/1口、めし処 ひょっとこ/1口、
とんかつ茶漬けすずや/1口、Mott’s bar 元/1口、㈱ドトールコーヒー/1口

［ C協賛金］

［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、
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。

［ green birdオフィシャルグッズ ］

『缶バッチ』

『表参道ヒルズ×greenbirdコラボ傘』

［協賛金 ］

『歌舞伎町2周年記念扇子』

『手ぬぐい』

『A.I.C×greenbirdコラボ
ペーパーボックス』
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そうじ参加者

延べ約18,000人の人たちとおそうじしました！

27

18,1012,1151,4061,3231,8261,2081,6371,3941,4201,9531,1551,2081,456小計

2020-----------沖縄27

2323-----------松山26

99-----------札幌25

6060-----------名古屋24

874740----------大宮23

461381114--------越後湯沢22

132045452715-------静岡21

2223167322072-------南信州20

13817473820-16------スリランカ19

4929564-5------京都カラスマ18

177452324173038------アメ村大阪17

3519108226841312410632--鹿児島16

1581288292119261223---宮崎15

5595560782739924050118---赤坂14

6902030211177131111497414539-外苑13

68954443193501061048172122319熊本12

195132326227136118261426パリ11

845119113258882567743114365636長崎10

4954038561013750232311392840学生9

96579915477398063157127625878歌舞伎町8

89417683191732945327348483066渋谷7

489495545265923512251521046吉祥寺6

451203557344240505239203725鎌倉5

49731744235187342435486386駒沢4

3,672351154225513179210117212503405422381福岡3

7248854402538236334572718491下北沢2

5,464705299260639206760566453567203244562表参道･事務局1

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 14,930      30,324      
預金 6,450,756  20,194,744 

棚卸資産（注記2） -             -             
未収入金 -             2,442        
前払費用（注記3） 150,000     150,000     

流動資産合計 6,615,686  20,377,510 
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） 1,707,534  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 9,629,220  23,391,044   

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

未払金（注記5） 1,410,000  -             
預り金 32,732      48,488      
未払費用 25,713      -             

流動負債合計 1,468,445  48,488      
負債合計 1,468,445  48,488         
正味財産 8,160,775  23,342,556   

 前会計年度末
（平成20年3月31日）

 当会計年度末
（平成21年3月31日）

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

第6期収支
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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） 1,410,000    -               
現金 14,930        30,324        預り金 32,732        48,488        
預金 6,450,756    20,194,744   未払費用 25,713        -               

棚卸資産（注記2） -               -               流動負債合計 1,468,445    48,488        
未収入金 -               2,442          負債合計 1,468,445    48,488        
前払費用（注記3） 150,000      150,000      

流動資産合計 6,615,686    20,377,510   
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） 1,707,534    1,707,534    

固定資産合計 1,813,534    1,813,534    Ⅲ 正味財産の部
３ その他資産 前期繰越正味財産 9,820,422    8,160,775

敷金 1,200,000    1,200,000    当期正味財産増加額 (1,659,647) 15,181,781   
その他資産合計 1,200,000    1,200,000    正味財産合計 8,160,775 23,342,556   
資産合計 9,629,220    23,391,044   負債及び正味財産合計 9,629,220    23,391,044   

（単位：円）

 前会計年度末
（平成20年3月31日）

 当会計年度末
（平成21年3月31日）

      

 前会計年度末
（平成20年3月31日）

 当会計年度末
（平成21年3月31日）

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

第6期収支
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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） 35,622,120   
３ 補助金 -               
４ その他 7,655          
経常収入合計 35,632,217   

Ⅱ 経常支出の部
１ 事業費

環境美化及び保全事業 5,709,594    
人材育成事業 -               
イベント企画・開催事業 3,470,000    
調査研究事業 -               
普及・啓蒙事業 1,769,839    
雑費 -               10,949,433   

２ 管理費
役員報酬 -               
給与手当 3,978,552    
外注費（管理） 336,000       
荷造運賃発送費 623,815       
広告宣伝費 -               
会議費 116,606       
通信費 795,594       
消耗品費 594,568       
水道光熱費 230,662       
支払手数料 34,169        
リース料 60,417        
地代家賃 2,262,228    
雑費 468,392       9,501,003    

経常支出合計 20,450,436   
経常収支差額 15,181,781

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 0 0
その他資金収支差額 0
当期資金収支差額 15,181,781
前期繰越資金 5,147,241
次期繰越資金（注記6） 20,329,022

 当会計年度
（平成20年4月１日から
平成21年3月31日まで）

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算表

第6期収支
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注記
1. 現金預金

（単位：円）
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       

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     

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 11,821           5,900            
受入数量 145,000          400,000         
配布数量 150,921          404,900         
期末棚卸数量 5,900             1,000            

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 19,600           12,000           
受入数量 -                   -                  
配布数量 7,600             9,000            
期末棚卸数量 12,000           3,000            

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 9,000             18,000           
受入数量 22,000           20,000           
配布数量 13,000           37,500           
期末棚卸数量 18,000           500              

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 2,750             2,200            
今期受入数量 1,600             700              
配布数量 2,150             100              
期末棚卸数量 2,200             2,800            

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 1,500             2,000            
受入数量 21,400           38,000           
使用数量 20,900           25,000           
期末棚卸数量 2,000             15,000           

第6期収支
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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 12                 10                
受入数量 372               31                
配布数量 374               41                
期末棚卸数量 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 1,165             1,465            
受入数量 300               500              
期末棚卸数量 1,465             1,965            

8)ゴミ袋（単位：枚）     日本コカ・コーラ（株）
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 -                   -                  
受入数量 -                   10,000           
配布数量 -                   7,500            
期末棚卸数量 -                   2,500            

9)ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾞｯｸｽ（単位：個）     （有）アジアインダストリーズリミテッド
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 -                   -                  
受入数量 -                   100              
配布数量 -                   57                
期末棚卸数量 -                   43                

3. 前払費用
（単位：円）

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          

平成21年3月31日現在
平成21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 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         

当会計年度 建物附属設備 工具器具備品
期首残高 55,279           871,521         
購入 -                   -                  
売却除却 -                   -                  
減価償却費 10,494           267,845         
期末残高 44,785           603,676         
 （法人税法に定める定額法で計算しております。）

第6期収支
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5. 未払金
（単位：円）

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

平成21年3月31日現在
-                  

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 30,324           
預金 20,194,744      
未収入金 2,442             
前払費用 150,000          
預り金 (48,488)
期末資金残高 20,329,022      

第6期収支
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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
NPO法人チャリティ・プラットホーム 10,000,000     
日本コカ・コーラ（株） 9,000,000       
（株）タワーレコード 3,000,000       
八千代銀行 3,000,000       
日本たばこ産業（株） 2,500,000       
商店街振興組合原宿表参道欅会 1,540,000       
（株）リクルート 1,100,000       
（株）スパイア 1,000,000       
（株）電通 500,000         

31,640,000     

Ｂ協賛金
（株）エフエム東京 300,000         
ギャップジャパン（株） 300,000         
（株）ブランディング 220,000         
（株）ハルコミュニケーション 200,000         
（株）アサツーディケイ 100,000         

1,120,000       

Ｃ協賛金
NPO法人アースデーマネー・アソシエーション 180,000         
（株）日本テレビフットボールクラブ 149,931         
社団法人日本青年奉仕協会 110,000         
K美容室 100,000         
レコテック（株） 60,000           
歌舞伎町商店街振興組合 50,000           
明山茶業（株） 20,000           
（株）東急レクリエーション 10,000           
めし処ひょっとこ 10,000           
とんかつ茶漬けすずや 10,000           
Mott'sBar元 10,000           
（株）ドトールコーヒー 10,000           

719,931         

第6期収支
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終りに

平成21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６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。

昨年、計画した九州地区のチーム拡大も進みはじめ、
海外チームもパリ・スリランカで活動が活発化してきています。

当面の目標とした「目指せ１００チーム」も
６期目終了時に３０チームになりました。

これからは、それぞれの地域に根付くくように、
green birdらしく「できるかぎり精神」で

活動をしていきます。

また、それぞれの地域だけでなく、
チーム同士の連携も生まれつつあります。

そういったことも楽しみながらやっていきたいです。

今後とも、どうぞ応援をよろしくお願いします！
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