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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・浅草・大宮

千葉・越後湯沢・南信州・静岡・大阪アメ村・京都・神戸・福岡・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/北谷）・相模原・パリ・スリランカ・ガーナ

33エリア *2011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 4,854名
・ メルマガ登録者数 4,207名 （2011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/横尾俊成
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・北谷）

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・浅草
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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＊2011年6月現在

神戸

ガーナ

mailto:information@greenbird.jp


チーム紹介

活動日：毎週月・木曜 9:30～
水曜 10:30～

リーダー：荒井美香

★近隣のヘアサロンや企業・店舗の方も多く参加
されています。地域通貨アースデイマネーも配布。

表参道チーム 2003年5月～

活動日：毎週日曜 13:00～

リーダー：大塚健一

★おそうじ活動の途中に、オーガニックマーケット
やフリーマーケットに寄り道したり。楽しみも充実。

下北沢チーム 2003年9月～

活動日：毎週月・木曜 7:30～
毎週 火曜 17:30～

第3土曜13:45～
リーダー：木下真裕
★定例そうじに留まらず、違法駐輪防止、市民の
生涯学習、有機野菜農園など広く深く展開。

福岡チーム 2003年10月～

活動日：毎月第1・3日曜
10:00～

リーダー：勝又夏海

★休日の公園、犬連れや子ども連れ、ベビー
カーでのご参加も多いアットホームなチームです。

駒沢チーム 2004年4月～

活動日：毎月第1・2・3土曜
9:50～

リーダー：菊地一郎

★街（若宮大路）と海（由比ケ浜）を結ぶ鎌倉チー
ム。鎌倉市のアダプトプログラムに認定。

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

★オッシュマンズ吉祥寺店をスタートし、約１時間
半のおそうじクルーズ。会話にも花が咲きます。

吉祥寺チーム 2005年12月～

活動日：毎月第1・3土曜
10:30～

リーダー：有和孝浩

★マルイシティ渋谷に集合し、最先端の街シブヤ
をそうじ。東京ヴェルディサポーターも参加。

渋谷チーム 2005年12月～

活動日：毎月第1・3月曜
19:00～

リーダー：杉山文野・砂押悠子

★平日の夜、仕事帰りや学校帰りの参加者が多
い。活動後の交流会も魅力のひとつです。

歌舞伎町チーム 2006年8月～

活動日：毎月第1・3水曜
18:00～
最終水曜日 19:00～

リーダー：高橋愛香

★マルイシティ池袋とサンシャイン・シティの協力により、
学生と元学生（社会人）で活動しています。

学生チーム 2007年1月～

活動日：毎週木曜 20:00～
リーダー：ごうまなみ

★ランタンフェスなど異国情緒あふれるイベントに参加。
さるくそうじやネイチャーゲームとのコラボも。

長崎チーム 2007年10月～
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熊本チーム 2008年4月～

活動日：毎月第2・4金曜
11:00～

リーダー：村山由紀子

★八千代銀行と日本ラグビーフットボール協会
のサポートのもと、スポーツの聖地で活動。

外苑チーム 2008年6月～
活動日：毎月第1火曜 20:00～

第2火曜 19:00～
第2木曜 8:15～
第3日曜 11：30～
第4土曜 18:30～

リーダー：河野恭一郎・向野幸子
★月５回の定例そうじ以外に、今期から農体験プロ
ジェクトをスタート。商店会との関わりも深い。



チーム紹介

活動日：毎月第2・4木曜
20:00～
毎月第3日曜日11:00～

リーダー：竹下直汰

★口蹄疫や新燃岳噴火などいくつかの困難を乗り
越え、いまは元気に活動中です。

宮崎チーム 2008年7月～

活動日：毎月第2・4火曜
20:00～

リーダー：古谷高治

★アメ村にある名物カフェが拠点。オールナイトごみ
拾いで有名なスマイルスタイルとのコラボチーム。

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
8:30～

リーダー：秋沢淳子・和田将紀

★博報堂とTBSを中心に、近隣企業・商店会の
皆様と始業前に爽やかに活動しています。

活動日：毎月第1土曜 11:00～
毎月第3金曜 18:00～

リーダー：篠部大五郎

★歴史の街・京都では、定例活動の他にも音楽イ
ベントや自転車のイベントとのコラボが進行中。

京都チーム 2008年12月～

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

リーダー：杉浦歩実

★NPO法人F.O.Pが中心となって運営。農のあ
る暮らし、地域愛を子どもたちに伝えていきます。

南信州チーム 2009年1月～

活動日：毎月第2土曜・第4日曜
10:20～

リーダー：北村高行

★富士山清掃やap bank fes など遠征活動も非常に充
実しているチーム。集合場所は静岡パルコ。

静岡チーム 2009年1月～

活動日：毎月第2・4火曜 8:00～

リーダー：飯田千香子

★月2回のおそうじ活動を通じて、街の活性化・ス
ノーレジャーの活性化を考えています。

越後湯沢チーム 2009年1月～

活動日：毎月第1・4土曜11:00～
第3木曜 18:00～

リーダー：服部彰治

★札幌大通まちづくり会社のメンバーを中心に
運営。札幌オオドオリ大学とも連携しています。

札幌チーム 2009年3月～

活動日：毎月第1・4土曜/

第3火曜 10:00～
リーダー：若江佳朗

★株式会社OKUTAのサポートのもと、JR大宮駅
の東口を中心に定期的に活動しています。

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：檀浦聖徳・葛山泉
★NGOア∞スと連携しながら活動運営。若者に
人気の栄と大須で定期的におそうじしています。

名古屋チーム 2009年3月～

活動日：毎月第2・4火曜
18:30～

リーダー：岡部崇啓

★ロープウェイの麓にあるオーガニックレストラン
に集合。松山イケメン連がサポート。

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

★沖縄県の提唱するクリーンアップデー（毎月22

日）を中心に那覇・名護・恩納村・北谷にて活動。

沖縄チーム 2009年3月～



チーム紹介

活動日：不定期（毎月2回程度）
リーダー：荒川健次郎

★アメフトチーム「ノジマ相模原ライズ」が中心となって
運営。ライズのユニフォームにはgbのロゴも。

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

★毎月集合場所を変え、パリ市内の名所を巡り
ながらおそうじしています。パリジェンヌも参加！

パリチーム 2007年1月～

活動日：毎月第1金曜 11:30～
第3日曜 10:30～

リーダー：佐川広人

★北西部州の州都クルネーガラにて活動中。ス
プートニックスリランカと連携し運営しています。

スリランカチーム 2008年10月～

活動日：不定期
（毎月1回程度）

★仙台市市民活動サポートセンターを拠点に活動。
「アレマ隊」の会員としても情報発信しています。

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
9:45～

リーダー：森裕貴（単駆）

★ HIP.HOPでつながる熱いメンバーが中心と
なり、千葉を「よりよい街」にするためスタート。
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神戸チーム 2010年11月～

活動日：毎月第2木曜 19:00～
他2回

リーダー：坂野雅

★ 「モテモテゴミ袋」「イェイイェイ締め」など、盛
り上げ上手なリーダーを中心に活動しています。

活動日：不定期（毎月1回）
リーダー：国分敏子

★スプートニックガーナとの連携で運営。現在は
不定期開催となっています。

ガーナチーム 2010年6月～

活動日：毎月第2・4土曜
10:00～

リーダー：今村ひろゆき
今村まり

★元サンダル屋を改装したシェアオフィスを集合
場所に月2回の活動をスタート。

浅草チーム 2011年5月～

平戸チーム 2009年7月～

活動日：毎月8・18・28日
（平日のみ）17：30～

リーダー：白石悦子

★ 「生月島クリーン大作戦」は参加者の多い人
気イベント。冬期は早朝集合となります。

http://www.greenbird.jp/diary/img_main/48882.jpg


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22年4月から平成23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

○2010年4月4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。

○2010年4月17日、18日 アースデー東京 （greenbird事務局）

代々木公園で行われた｢Earth Day Tokyo2010｣に今年も参加しま
した。

昨年同様、両日共にボランティアの方々と会場周辺の清掃活動を実
施。いつもお世話になっている「OSHMAN’S」と「Timberland」のW

ネームのイベント特製ゴミ袋で楽しく活動しました。そうじコースも会
場からスタート地点に、原宿駅前のOSHMAN’Sで集合写真を撮っ
て会場まで戻るコース。
また、2日目の朝には出展社＆出店者と共に、会場内の清掃活動も

行いました。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。
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○2010年4月28日 PlayZ! Juliet! シブヤの日そうじ
（greenbird事務局）

シ（4）ブ（2）ヤ（8)の日に、シブヤの街をおそうじ。
シブヤの若者に人気で、4/28に
新曲をリリースしたPlayZ、そして
Julietのみなさんと小雨のなか
清掃活動を行いました。活動中に
熱烈なファンに声をかけられる嬉しい
ハプニングもありました。

○2010年4月3日 京都ECO LIVEそうじ （京都チーム）

京都の春のイベント「京都さくらよさこい」と同時開催で行われた
「京都ECO LIVE」にてお掃除を行いました。
今回参加してくれたのは京都ECO LIVE出演者のミュージシャ

ン、ダンサー、アイドル、学生スタッフ、そして一般のお客さんな
ど総勢67名とともに清掃活動を行いました。

○2010年4月17日 アースウィークくまもと （熊本チーム）

「アースウィークくまもと」にPRブースを出展し、清掃活動を

行いました。今回は、ロータリークラブやユースかんくまなど
から、総勢37名の参加がありました。

○2010年4月29日 くまもと城下まつり （熊本チーム）

九州新幹線開通&「政令指定都市」として新熊本市誕生
を目前に記念されたイベント「くまもと城下まつり」。
2日前に急遽参加することが決定したにもかかわらず
ステージ前でのPRやブース出展、そして清掃活動など
充実したイベントになりました。

http://www.greenbird.jp/diary/img_main/38989.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/38983.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/39157.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/39155.jpg
http://www.greenbird.jp/news/img_main/15047.jpg
http://www.greenbird.jp/news/img_main/15049.jpg
http://www.greenbird.jp/news/img_main/15187.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/39492.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/39494.jpg


○2010年5月4日、5日 MUSIC DAY2011 （駒沢チーム）

駒沢公園で開催された「MUSIC DAY 2011 SUPER LIVE」の参加も
今年で4回目。ブースで活動をPRしたり、野外ライブを楽しみながら、
会場周辺の清掃活動も行いました。

○2010年5月30日 全国一斉ごみゼロそうじ （greenbird事務局）

昨年に続き今年も5月30日（ごみゼロの日）にgreenbirdは、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1,464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。
また今回は、初チャレンジとなったそうじしながらつぶやく、Twitter企画も
行われました。
◎全国一斉ごみゼロそうじ
・参加者数 約1,464名+犬11匹
・集まったゴミの量 約350袋（45リットルゴミ袋）
・開催エリア 31エリア
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○2010年5月3日、4日 Faｒmer’s Heaven種まき祭
（南信州チーム）

今年のFarmer’s Heavenは「種まき祭」と称して

棚田で水、土、田んぼ、植物、動物、人についてオリエンテー
リングをしながら学びました。2日目には、“日本一の風の谷”
へ行き、清掃活動を行いながら山頂まで登りました。

○2010年5月2日 雪の浦ウィークそうじ （長崎チーム）

手描きの地図の片手に地元作家の工房やアトリエ、農産物加工
所など、自然豊かな街並みを散策してスローライフなひとときを地
元の人たちと交流を深めるロハスでエコな催し「雪の浦ウィーク」
に参加し、清掃活動を行いました。

○2010年5月5日 みらい祭 （鎌倉チーム）

○2010年5月8日 東京ヴェルディ応援ツアー
（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ザ

スパ草津」の試合を観戦。試合終了後には、サ
ポーターと一緒ににスタンドクリーンを行いました。

○2010年5月22日 ラグビー「HSBCアジア5ｶ国対抗戦
（外苑チーム）

「ラグビーワールドカップ2011ニュージーランド大会」への
出場を決める、とても大切な試合「HSBCアジア五カ国対
抗2010」の香港代表戦が秩父宮ラグビー場で開催。場内
でゴミ袋の配布とゴミの持ち帰りを呼びかけました。
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○2010年6月6日 阿蘇山そうじ （熊本チーム）

コアメンバー希望者の少数精鋭で阿蘇山登山+そうじを行いまし
た。緑のビブスを着て登山者の方へのgreenbirdの活動をPRし

ながら登ったのですが、嬉しいことに山にゴミはほとんど落ちて
いませんでした。

○2010年6月12日 マルイシティ渋谷
「シブヤ☆世界をKI-MA-WA-SHI2010」そうじ （渋谷チーム）

「Earth Smaile Project@maruiマルイシティシブヤ救援衣料活
動」 今年のテーマは、「シブヤ☆世界をKI-MA-WA-SHI2010」と
いうことで不要になったTシャツやジーンズをマルイシティ渋谷へ

持って行くと、衣料が不足している国へ寄付されるイベントに
greebirdも参加しました。

○2010年6月12日 greenbirdオールスターそうじ （greenbird事務局）

年に一度greenbirdの全チームのリーダーが集まり報告会を開いている

中で、今年は全チームのリーダーと関係者、サポート企業の皆様を合わ
せて、総勢約50名にて表参道の清掃活動を行いました。

○2010年6月日11日 Gap Japan×greenbirdコラボそうじ
（greenbird事務局）

今回で4回目となるGap Japanとのコラボそうじを開催しました。
朝早い集合時間にも関わらず、Gapのスタッフを中心に約40名が
参加。新宿駅東口やGap本社がある千駄ヶ谷周辺の清掃活動を
行いました。
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○2010年6月6日 ラブアースそうじ （福岡チーム）

市民，企業，行政が協力し，海岸，河川，山なみの散乱ごみを
回収する地域環境美化活動「ラブアース・クリーンアップ」が福
岡市全域で開催。コカ・コーラウエストのみなさんと一緒に
greenbirdも参加しました。

○2010年6月27日 OSHMAN’S25周年コラボそうじ
（表参道チーム＆吉祥寺チーム＆千葉チーム）

日頃からご協力をいただいているOSHMAN’Sの25周年を記念

し、昨年に続き表参道、吉祥寺、千葉の各チームと各店がコラ
ボして清掃活動を行いました。

○2010年6月21日 キャンドルナイト@OMOTESANDO （greenbird事務局）

○2010年6月19日 ウェディングビーチクリーン
（沖縄那覇チーム）

沖縄那覇リーダー（中村圭一郎）の結婚を祝い、ビー
チウェディングの前に清掃活動を行いました。
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○2010年7月11日 第20回下北沢音楽祭 （下北沢チーム）

下北沢音楽祭は、地元商店会とライブハウスが一体となって盛り上げ
る「異世代共存響声」の音楽祭です。greenbirdは、街の環境美化を伝
えるクリーンパレードに参加しました。

○2010年7月16日、23日 福岡打ち水大作戦2010

（福岡チーム）

greenbird福岡のメンバーで「打ち水ノート」をプロデュースし、
福岡市中心部の小学校に１万部を配布。
打ち水会場などでも配布を行いました。

○2010年7月18日 さるくそうじ「龍馬が見上げた長崎の空」
（長崎チーム）

NHK大河ドラマ「龍馬伝」の第３部の舞台が長崎ということで、

「龍馬が見上げた長崎の空」というコースを巡りながら、清掃
活動を行いました。
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○2010年7月7日 たなばたそうじ＠アルコア中通り
（長崎チーム）

7月7日七夕の夜、アルコア中通り（長崎市中通り商店街）との
コラボそうじを行いました。

○2010年7月17日～19日 ap bank fes’10

（greenbird事務局）

静岡県掛川市・つま恋で行われた「ap bank fes’10」に参加し、
活動のPRとお馴染となったオリジナルエコバッグづくり体験を実施。

また、フェス開催の３日間と終了翌日に掛川駅周辺おそうじ。地元の
方とフェス参加者が交流できる名物イベントになりました。

○2010年7月4日 The Blue E.A.R.T.H. vol.2 onnason

（沖縄恩納村チーム）

ビーチクリーンフェスティバル「第2回The Blue E.A.R.T.H.」青の洞窟
で有名な真栄田岬の清掃には100名以上が参加。またマリブビーチで
のビーチクリーンも大盛況に終えることができました。

○2010年7月31日、8月1日 みなとまつり （長崎チーム）

今年のみなとまつりは「拾うゴミを出させない！」ということで、
JTの「ひろえば街が好きになる運動」に参加し、アルピニスト
の野口健さんと一緒に清掃活動を行いました。
また会場内のステージで活動のPRも行いました。
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○2010年8月2日 バブリシャスそうじ （greebird事務局）

8月2日は、8と2で「バブ」と読むことから「バブリシャスの日」と言うこと

で、バブルガムの部活動「バ部」のみなさんと渋谷の街の清掃活動を
に行いました。活動後にはバブルガムのレッスンにも参加しました。

○2010年8月28日、29日 Slow Music Slow LIVE’10

（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。ブースにて活動のPRとゴミの分別のナビゲー
ションのお手伝いを行いました。
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○2010年8月7日 平戸南風夜（ハイヤ）風人まつり
（平戸チーム）

昨年に続き、平戸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。

○2010年8月29日 伊良湖岬ビーチクリーン
（名古屋、静岡、南信州チーム）

8月の最後の日曜日、名古屋チームが主催した伊良湖岬ビーチク

リーンに静岡、南信州チームのメンバーも参加しました。ビーチクリー
ンの他、ビーチフラッグや相撲大会なども行い、親睦を深めました。

○2010年8月22日 歌舞伎町4周年 （歌舞伎町チーム）

歌舞伎町チーム4周年イベントとして、清掃活動を行い、その後、
毎年恒例のホストクラブでのパーティで歌舞伎町らしく盛り上がり
ました。

○2010年8月1日 greenbird cup PNENESS!! With the ocean

（greenbird事務局）

モデルのSHIHOさんが主催するチャリティサーフィン大会が千葉県釣ケ先海
岸 志田下ポイントで行われ、大会の収益金がgreenbirdに寄付されることに

なりました。大会終了後には、参加者・応援しに来た人・関係者など、海を愛
するみんなでビーチクリーンを行いました。

○2010年8月1日 しらかわの日 一斉そうじ （熊本チーム）
○2010年8月22日 植木DE未完狩り （熊本チーム）

○2010年8月7日 飯田りんごん （南信州チーム）

飯田りんごん祭りに参加し、「りんごんりんごん
ポイ捨てやめな～」とPR＆清掃活動を行いました。

○2010年8月28日、29日 原宿表参道元氣祭りスーパーよさこい
（表参道チーム）

今年は、「スーパーよさこい」が10周年、明治神宮が「鎮座90周年
記念」とおめでたいことが重なる記念すべき大会でした。
ブースでの活動PRや会場周辺の清掃活動、また2日目に行われた
パレードでは、みんなで踊ったりと、例年以上に盛り上がりました。
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○2010年9月3日～5日 SunSetLive2010

（福岡チーム）

この自然と海と、大いなる恵に
感謝するという主旨に賛同し、
今年で7回目の参加となる
「Sun Set Live」。嬉しいことに
年々、ゴミが少なくなってきました。
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○2010年9月5日 Run Girl★Night （greenbird事務局）

お台場潮風公園にて、女子による女子のためのRUN祭り
「Run Girl★Night」が開催されました。greenbirdは、ブース出展

の他、仮設ゴミ箱の管理、また給水ポイントで受け取ったドリンク
のカップの回収を行いながら、ランナーの応援などで大会を盛り上
げました。

○2010年9月22日 福岡市内観光バスぐりーん
（福岡チーム）

福岡市内の観光名所を効率よく回る
ための最適な交通手段が
「ぐりーんバス」。今回は、グリーン
繋がりでぐりーんを貸し切って観光
名所めぐりそうじを開催しました。

○2010年9月3日 ジャパンラグビートップリーグ開幕戦 （外苑チーム）

○2010年9月4日 北陸コカ・コーラボトリングコラボそうじ
（南信州チーム）

昨年に続き、今年も南信州
チームでは、北陸コカ・コーラ
ボトリングとコラボ。参加者
総勢47名は、20ｋｍを5人
ずつの班に分かれて清掃活動を行いました。

○2010年9月5日 第11回東京ガールズコレクション2010A/W （greenbird事務局）

年に2回開催される東京ガールズコレクションの秋冬版がさいたまスーパーアリーナで

行われました。これまでで最大規模の入場者数と会場面積で少し戸惑いはありました
が、TGC×greenbirdのゴミ袋の配布やトイレ＆会場のキープクリーンの任務を無事
に終えることができました。

○2010年9月6日 富士山樹海そうじ （greenbird事務局）

参加者全員で原宿駅前から早朝6時すぎに集合して富士山樹海
そうじへと向かう、年に一度の秋の遠足です。

今年は、初めて静岡県側の樹海にチャンレジしてきました。現地で
は、静岡チームと合流して、力を合わせて樹海に捨てられたゴミの
処理をしてきました。

○2010年9月11日、12日 えれこっちゃ宮崎
（宮崎チーム）

今年は口蹄疫の影響のため、
開催が大幅に遅れましたが、
今年も1日に2回の清掃活動を
行いました。

○2010年9月14日 新宿マルイ本館×新宿区社会
福祉協議会×greenbirdコラボそうじ
（歌舞伎町チーム）

新宿マルイ本館の有志が集まり、
清掃活動を通して障がい者と健常者の
交流を進めようという主旨のもと開催さ
れました。

○2010年9月23日 夢の吹く丘2010

（長崎チーム）

「夢の吹く丘2010」に参加し、ブース
出展、ステージでのPR、そして清掃
活動を行いましたが、会場には拾う
ゴミがないぐらいキレイ。マナーの
良いイベントでした。

○2010年9月25日、26日 ひらどツーデーウォーク （平戸チーム）

「第4回ひらどツーデーウォーク2010」に参加し、平戸市内の中学生や生月
中学校の生徒さんと共にウォーキングしながらゴミ拾い活動を行いました。
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○2010年10月17日 AIGスター生命コラボそうじ （長崎チーム）

年間サポート企業でもあるAIGスター生命のみなさまと長崎で行
われた「NBCラジフェス」の中で
コラボそうじを行いました。

○2010年10月19日 城下町くまもと銀杏祭そうじ
（熊本チーム）

Twitterがキッカケで街のお祭りに参加することになった
銀杏祭。会場では、ブース出展したり、歩行者天国と
なった道路の清掃活動を行いました。

○2010年10月31日 ハローハロウィンパンプキンパレード
（表参道チーム）

年々規模が大きくなり、毎年参加者からも
大好評のイベント。今年もgreenbirdは、
パレード最後尾について、活動のPRをし
ながら沿道の清掃活動を行いました。

○2010年10月8日、15日、17日、20日、25日、11月14日、24日、1月27日
第2回atre MY TOWN PROJECT「clean&green action」

昨年に続き今年も「atre MY TOWN PROJECT」として、
アトレ周辺の景色を楽しみながら、清掃活動を行いました。
■店舗：四ツ谷、新浦安、恵比寿、品川、大森、亀戸、大井町、
吉祥寺、上野（雨天中止）
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○2010年10月29日 シモキタハロウィンパレード
（下北沢チーム）

台風が心配された当日、小雨が
降る中、シモキタハロウィン
パレードに参加してきました。

○2010年10月3日 （福岡チーム）

○2010年10月16日 せたがやクリーンウォーク
（下北沢チーム）

毎年参加している
「せたがやクリーン
ウォーク」。greenbirdは
下北沢から世田谷区
役所まで北沢中学の
サッカー部のみなさんとウォーキングしながら
清掃活動をおこないました。

○2010年10月30日 大宰府環境フェス （福岡チーム）

太宰府市民の森、通称「まぼろばの森」で開催された環
境フェスに参加しました。大宰府の歴史話を聞いたり、電
車に乗って移動したりしつつも清掃活動を楽しみました。

○2010年10月23日、24日 平戸くんち城下秋まつり
（平戸チーム）

食あり、伝統芸能あり、町歩きありの秋まつり。greenbirdは、
ゴミステーションを担当し、会場周辺の清掃活動も行いました。
2日間の延べ参加人数は、66名でした。

○2010年10月31日 COSMO EARTH CONSCIOUS ACT 

in 木崎浜 （宮崎チーム）

天候にはあまり恵まれず、小雨が降りしきる中、439名の
参加者が集まり行われました。海岸チームと林道コースに
分かれて拾ったゴミの量、ナント20,070リットル！
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○2010年11月2日 JICAとコラボそうじ
（greenbird事務局）

研修で来られたJICAの方にgreenbirdについて簡単な
説明を行った後、実際街に出て清掃活動を体験しました。
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○2010年11月4日 「むすぶしくみ展-コミュニケーションを
遊ぼう-」コラボ （greenbird事務局）

ケータイデコメでの寄付「ぷちドネ」でお世話になっている
汐留イノベーションスタジオ（SIS）が開催した「むすぶしくみ
展‐コミュニケーションを遊ぼう‐」
を記念して表参道から展示会場である
青山ユトレヒトまでおそうじしました。
会場では、SISの作品をみんなで楽
しみました。

○2010年11月7日 さるくそうじ第2弾 （長崎チーム）

一緒にまち歩きを楽しむ「さるく」。その「さるくそうじ」の第2弾として、今回

は長崎駅周辺をガイドさんと一緒に清掃活動を行いました。この企画で
みんながもっと長崎のことを知り、好きになれば良いなと思います。

○2010年11月1日～3日 みやこ祭＠首都大学 （学生チーム）

毎年恒例となった首都大学東京の学園祭「みやこ祭り」。今年は、
ステージでトークショーあり、首都大学のサークル「klu：」（クルー）と
コラボしたブースありで3日間で計6回の清掃活動を行いました。

○2010年11月14日 長崎まちあるき双六大会 （長崎チーム）

双六しながらウォークラリーを楽しむ「長崎まちあるき双六大会」に参加し
ました。greenbirdからは7名の参加でしたが、大会全体の参加者数は、
約700名。サイコロを投げるだけでなく、輪投げやお手玉など様々なもの

を投げポイントを加算して進みます。途中チェックポイントやクイズなどが
出され、街についての知識や愛着も湧いてくる、そんなイベントでした。

○2010年11月23日 マチナカレッジそうじ （熊本チーム）

熊本の中心市街地が大学のキャンパスとして「マチナカレッジ」が
開校し、greenbirdはマチナカレッジの1授業として、街の清掃活動
を行いました。

○2010年11月6日 ラグビー日本代表VSロシア代表戦 （外苑チーム）

○2010年11月23日 志賀島ウォーキングそうじ （福岡チーム）

J：COM福岡の主催イベントで行われた「ニコロジーウォーク」に
参加し、約70名もの参加者と共に志賀島をウォーキングしながら
清掃活動を行いました。

○2010年11月28日 銀座そうじwith三愛 （greenbird事務局）

三愛の新しいブランド「フィロソフィー」から発売されたダウンジャ
ケットを着て、三愛本社のある銀座の街の清掃活動を行いました。
参加者は、ダウンジャケット（黒・白）、もしくはダウンベスト（黒・
白）の好きな方を着用しての活動です。また、そうじ終了後には、
抽選で参加者にダウンジャケットのプレゼントもありました。
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○2010年12月18日 さるくそうじ第3弾 （長崎チーム）

冬の間ライトアップされる場所を盛り込んだコースのため今回のさ
るくそうじは、夕方からのスタートで行いました。観光エリアでの活
動は、ゴミがほとんどありませんでしたが、長崎に住んでいるとな
かなか地元の観光地に行ったり、歴史を勉強する機会も少ないの
で、地元のことをよりよく知る良いきっかけとなりました。

○2010年12月24日 クリスマス表参道クリーン大作戦
（表参道チーム）

毎年恒例のクリスマス表参道そうじ。今年は、参加者数約90名にて
表参道を3コースに分かれて清掃活動を実施。そうじ終了後には、

スポンサー企業や地元の商店街に商品をご提供いただき、クリスマ
スプレゼント争奪ジャンケンゲームを行いました。

○2010年12月29日 錦糸町そうじwith AIGスター生命
（greenbird事務局）

昨年に続き、今年も最後の活動として、スポンサー企業でもAIGス

ター生命のみなさまと本社のある錦糸町の街の清掃活動を行い
ました。今年のそうじコースの目玉は、やはりスカイツリーコース。
前回に続いて2回目の参加の方も多く、細かいゴミも見逃さず、慣
れた様子で楽しく活動することができました。

○2010年12月29日 熊本大掃除 （熊本チーム）

忘年会で賑わう年末の街で、参加者19名にて2コー
スに分かれ2010年最後の大掃除を行いました。
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○2010年12月19日 清泉女子大学コラボそうじ （学生チーム）

昨年に続き、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。今回も清泉女子大学の他、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。

○2010年12月4日 アイドルそうじ （渋谷チーム）

渋谷チームの5周年の12月4日。まだ人通りの少ない時間、朝8時前に
マルイシティ前に集合し、「ハロー！プロジェクト」のみなさんとコラボそう
じを行いました。

○2010年12月12日 machi×greenbird熊本コラボそうじ
（熊本チーム）

たくさんの人に「マチ」を好きになってもらうためのコミュニティ
「machi」を運営している街のショップのみなさんと、同じく「マチ」を
もっとキレイでカッコ良くをテーマに活動しているgreenbirdとコラボ
そうじを開催しました。
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○2011年1月9日 生月島クリーン大作戦 vol.3

（平戸チーム）

平戸チームのイベントで最も参加者が多い「生月島クリーン大作
戦vol.3」が1月9日に行われました。

○2011年1月9日 ラグビー大学選手権大会決勝戦
（外苑チーム）

新年早々1月9日、第47回全国大学ラグビーフットボール選手権
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、
ゴミ袋を配布し、スタジアムクリーンの呼びかけを行いました。

○2011年1月22日 中津川河川敷の不法投棄物撤去活動
（greenbird事務局）

神奈川県主催の不法投棄物撤去活動にブリヂストンのみなさまと
greenbirdの有志で参加し、神奈川県厚木市内の中津川河川敷で
活動してきました。約2時間、28名で4.1トンの不法投棄物を回収
することができました。

○2011年1月29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。

20

○2011年1月29日 課外活動 御坂遊歩道
（熊本チーム）

御坂遊歩道にある3333段の階段を上りつつ、清掃活動を行いま
した。頂上まで登った後は、頂上ですき焼きを美味しく食べました。
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○2011年2月20日 表参道日曜そうじwith アースデイマーケット
（表参道チーム）

今回の日曜そうじには、3月に行われる「セント・パトリックスデー

パレード」を主催するアイリッシュ・ネットワーク・ジャパンのスタッフ
とイベントボランティアのみなさんにも参加していただき、イベント
の舞台となる表参道を参加者のみなさんと清掃活動を行いました。

そして、活動終了後にアースデマネー（地域通貨）を配布し、アー
スデマネーを使用することができる、NHK前で行われているアー
スデイマーケットへみんなで行きました。

○2011年2月11日 第2回マチナカレッジそうじ
（熊本チーム）

昨年の11月に続き2回目のマチナカレッジが熊本市中心市街地で
開催されました。今回もgreenbirdは、清掃活動をマチナカレッジ
の「カリキュラム」として活動し28名の参加者がありました。

○2011年2月6日、13日 媽祖行列 （長崎チーム）

長崎で行われるランタンフェスティバル 媽祖（まそ）行列に今年も
参加しました。仮装組とそうじ組に分かれ、そうじ組は、まそ行列
の先頭と最後尾の清掃活動を行いました。
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○2011年3月5日 東京ガールズコレクション2011 S/S

（greenbird事務局）

代々木第一体育館に帰って来たのは1年半振りの東京ガールズコレクション。
greenbirdのミッションは、会場をキレイにすること、そして、オシャレ女子たち
に「ゴミのポイ捨て、カッコ悪いぜ！」を伝えること。会場に設置された仮設ゴ
ミ箱の管理やゴミ袋の配布を行いました。また今年は会場でガムのサンプリ
ングが行われたので、会場内の床にガムが落ちていないかのチェックも行い
ました。

○2011年3月6日 渋谷表参道Women’s Run

（greenbird事務局）

30年振りに表参道でマラソン大会が開催。表参道を通行止めにし、
女性が4000人走りました。greenbirdは、給水ポイントでランナーの飲

み終えたカップの回収のお手伝いと、レース終了後にコースの一部
の清掃活動を行いました。

○2011年3月28日 那覇市内地区 黄金通り会と共同開催
（沖縄那覇チーム）

「泊地区黄金通り会」の方とクリーンアップ活動を開催し、地元の
大学の環境サークルのメンバーたちと清掃活動を行いました。
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○2011年3月8日 第2回新宿マルイ本館×新宿社協コラボそうじ
（greenbird事務局）

9月に続き新宿マルイ本館＆新宿区社会福祉協議会のみなさまと

のコラボそうじを開催しました。当日は、新宿マルイ本館のみなさ
ん、新宿区内の障がい者施設利用者・関係者・社会福祉法人新
宿区社会福祉協議会のみなさんだけでなく、歌舞伎町そうじに参
加してくださっている学校法人河合塾のみなさまなど総勢約65名
にて清掃活動を行いました。

○2011年3月5日 サンゴ（3月5日）の日にビーチクリーン
（沖縄那覇チーム）

かりゆしホテルグループで実施した、サンゴの日のイベントの中で
greenbirdはビーチクリーンを担当し。沖縄コカ・コーラボトリングに

もご協力いただき、子どもから大人までオーシャンエコ活動を行い
ました。
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活動日
○2010年4月25日 凱旋門/シャンゼリゼ周辺
○2010年5月22日 レアール/パレロワイヤル周辺
○2010年6月19日 オペラ/マドレーヌ周辺
○2010年7月17日 トロカデロ周辺
○2010年9月26日 オルセー美術館周辺
○2010年10月23日 オペラ座日本レストラン街周辺
○2010年11月13日 ボンマルシェ周辺
○2010年12月11日 ノートルダム寺院前周辺

活動日
○2010年4月1日、18日
○2010年5月7日、16日、30日
○2010年6月4日、20日
○2010年7月2日、18日
○2010年8月6日
○2010年9月3日、26日
○2010年10月1日、17日
○2010年11月21日
○2010年12月10日、19日
○2011年1月1日、16日、27日
○2011年2月11日、20日
○2011年3月11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
スプートニクガーナと連携しながら活動しています。
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ガーナ

活動日
○2010年4月10日
○2010年6月6日
○2010年11月22日
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メディア実績

2011.3 CSRレポート2011（南九州コカ・コーラボトリング（㈱）
2011.3 ラジオFM宮崎「POCKYのSUPPER RADIO CLUB」
2011.3 ラジオ熊本放送AMラジオ1197「とんでるラジオ」
2011.3 雑誌「steady」
2011.3 フリーペーパー「R22」
2011.3 ソトコト4月号
2011.3 雑誌「re-quest OJ」
2011.3 雑誌「VOGUE」
2011.3 雑誌「SPA!」

2010.4 ソトコロ5月号
2010.4 東京新聞4月19日
2010.4 雑誌「Grazia」
2010.4 YAHOO!ニュース4月29日

2010.5 ソトコト6月号
2010.5 東京新聞5月20日
2010.5 シティリビング
2010.5 センダイ自由大学
2010.5 熊本県民テレビ5月30日
2010.5 熊本日日新聞5月31日

2010.6 ソトコト7月号
2010.6 北海道新聞6月3日

2010.7 雑誌「ブラストライブ」
2010.7 ソトコト8月号
2010.7 「f-sketch」
2010.7 フリーペーパー「DOMINA」
2010.7 web「赤坂経済新聞」

2010.8 ソトコト9月号
2010.8 ニューズペーパ「ゆないと」

2010.9 ソトコト10月号
2010.9 web「リクナビNEXT」

2010.10 ソトコト11月号
2010.10 ラジオ「FM東京系例38局」
2010.10 ラジオ「FM791」

2010.11 熊本日日新聞11月1日
2010.11 ソトコト12月号

2010.12 ソトコト1月号
2010.12 雑誌「GLAMOROUS」
2010.12 信濃毎日新聞12月25日
2010.12 南信州新聞12月25日
2010.12 読売新聞12月30日

2011.1 ソトコト2月号
2011.1 読売新聞（熊本版）1月24日
2011.1 雑誌「ハロー！チャンネルvol.3」

2011.2 ソトコト3月号
2011.2 テレビ宮崎放送「わけもん」
2011.2 ラジオ「KISSFM」
2011.2 ラジオたちかわ「東京ウェッサイ」
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街メディア・グッズ

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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［ greenbirdオフィシャルグッズ ］

『缶バッチ』 『OSHMAN’S×greenbirdコラボグッズ』

『歌舞伎町4周年グッズ』『ロッテ×サークルKサンクスコラボ携帯ガムゴミ箱』

タンブラー タオル オーガニックTシャツ

http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/001.html
http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/002.html
http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/003.html
http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/004.html
http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/005.html
http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/006.html
http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/007.html
http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/008.html
http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/009.html
http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/010.html
http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/011.html
http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/012.html
http://www.greenbird.jp/ver2/docs/gallery/013.html
http://www.greenbird.jp/ver2/docs/gallery/016.html


協賛・助成

［ A協賛 （年間サポーター）］
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株式会社タワーレコード 株式会社スパイア

日本タバコ産業株式会社

エイアイジー・スター生命保険株式会社

株式会社八千代銀行

商店街振興組合原宿表参道欅会

株式会社オッシュマンズ・ジャパン

green birdでは、企業・団体などからいただいた協賛および助成金を活動に充てています。
年間を通じて、A協賛（1口100万円／年）、B協賛（1口20万円／イベント）、C協賛（1口1万円／年）を募集
しております。

日本コカ・コーラ株式会社



協賛・助成
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株式会社アトレ

株式会社丸井グループ

ギャップジャパン株式会社

エイアイジー・スター生命保険株式会社

東京ガールズコレクション

株式会社朝日広告社

株式会社ＳＭＥレコーズ（PlayZ/Juliet）

株式会社三愛

日本クラフトフーズ株式会社（バブリシャス）

株式会社ホットスタッフ・プロモーション
（Slow Music Slow LIVE）

［ B協賛（イベント協賛）］

2010年10月、11月、2011年1月開催（p.17参照）

2010年9月、2011年3月開催（P.16、P.22参照）

2010年6月開催（P.13参照）

2010年10月、12月開催（P.17、P.19参照）

2010年9月、2011年3月開催（P.16、P.22参照）

2011年1月開催（P.20参照）

2010年4月開催（P.11参照）

2010年11月開催（P.18参照）

2010年8月開催（P.15参照）

2010年8月開催（P.15参照）

［ C協賛（寄付など）］

日本コカ・コーラ株式会社
株式会社サークルKサンクス/株式会社ロッテ
PASS THE BATON

株式会社シホスタイル
NPO法人チャリティ・プラットフォーム
一般社団法人ジャストギビング
歌舞伎町商店街振興組合
有限責任事業組合（熊本）
エムアンドオフィス
広尾高校

株式会社ディーゴ
株式会社ハッピータウンラボ（イルミネーション）
社団法人エリアリノベーション
株式会社ウィンローダー
KDDI株式会社
株式会社ミュープランニング
株式会社せーの
株式会社エポスカード
明山茶業株式会社
ミュージック4ソサイエティ

［ 助成金］
株式会社日立製作所 第15回日立ボランティア支援プログラム「大きくなる樹」
西武信用金庫 西武環境保全活動助成金

［ 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。

green birdでは、企業・団体などからいただいた協賛および助成金を活動に充てています。
年間を通じて、A協賛（1口100万円／年）、B協賛（1口20万円／イベント）、C協賛（1口1万円／年）を募集
しております。
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そうじ参加者数

延べ約28,000人の人たちとおそうじしました！

28

そうじ回数/年 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 155 521 356 360 442 720 423 328 397 550 309 227 218 4,851

2下北沢 41 79 56 108 50 55 42 58 47 47 57 37 29 665

3福岡 219 260 323 312 395 301 420 362 355 361 233 326 688 4,336

4駒沢 20 70 103 58 37 27 30 37 15 25 20 55 0 477

5鎌倉 32 30 44 16 25 26 24 14 24 39 15 20 12 289

6吉祥寺 20 37 67 70 25 26 24 14 24 39 15 20 12 373

7渋谷 21 22 76 200 121 117 74 111 129 90 43 84 28 1,095

8歌舞伎町 18 72 84 100 37 175 89 23 0 18 16 27 65 706

9学生 31 40 40 80 52 35 42 68 71 37 24 78 59 626

10長崎 60 93 60 47 187 80 131 76 107 71 58 80 72 1,062

11平戸 32 6 44 0 5 34 42 69 7 9 53 5 11 285

12パリ 8 9 9 5 11 0 14 11 7 11 0 0 0 77

13熊本 64 105 139 84 83 124 145 169 137 172 73 81 42 1,354

14外苑 26 10 1,567 32 40 35 2,046 29 1,029 45 1,541 11 18 6,403

15赤坂 13 20 41 38 16 16 30 20 16 0 0 22 14 233

16宮崎 28 11 55 7 0 11 31 33 26 17 24 19 25 259

17大阪アメ村 11 25 32 0 17 30 17 17 11 0 19 0 38 206

18京都 21 27 32 6 6 8 4 11 16 13 2 4 18 147

19スリランカ 26 21 44 20 10 15 27 14 8 33 28 20 27 267

20南信州 17 50 90 10 0 30 47 18 20 16 8 12 0 301

21静岡 21 33 51 15 10 39 42 33 37 48 32 16 34 390

22越後湯沢 23 20 21 4 10 24 4 5 4 0 6 7 9 114

23札幌 23 27 67 43 46 119 13 14 18 20 0 29 13 409

24大宮 25 20 114 24 13 59 7 6 25 12 23 0 20 323

25名古屋 34 64 339 89 60 121 58 74 93 102 93 83 154 1,330

26松山 9 5 23 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 38

27沖縄 34 110 89 134 369 39 79 0 13 65 38 29 198 1,163

28相模原 7 19 60 36 18 0 0 0 0 0 37 0 8 178

29千葉 21 30 64 38 28 27 23 32 23 20 0 39 11 335

30仙台 11 17 15 10 15 19 11 44 15 16 14 13 0 189

31ガーナ 3 20 0 48 0 0 0 0 23 0 0 0 0 91

32神戸 7 50 24 30 39 80 223

小計 1,081 943 3,267 1,161 1,205 1,213 3,024 905 2,747 1,900 2,811 1,383 1,903 28,795

参加者数 チーム数
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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 6,515        9,281        
預金 12,692,082 17,475,776 

棚卸資産 -              -              
未収入金 4,884        7,326        
短期貸付金 1,800,000   300,000     
前払費用（注記2） 150,000     150,000     

流動資産合計 14,653,481 17,942,383 
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 17,667,015 20,955,917 

Ⅱ　負債の部
１　流動負債

未払金 -              -              
預り金 32,723       -              
未払費用 -              40,630       

流動負債合計 32,723       40,630       
負債合計 32,723       40,630      
正味財産 17,634,292 20,915,287 

 当会計年度末
（平成22年3月31日）

 当会計年度末
（平成23年3月31日）

平成２２年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

その4．第８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4） 22,281,247   
３　補助金 -                
４　その他 1,504          

経常収入合計 22,285,193   
Ⅱ　経常支出の部

１　事業費
環境美化及び保全事業 2,575,829     
人材育成事業 -                
イベント企画・開催事業 5,287,686     
調査研究事業 -                
普及・啓蒙事業 3,349,120     
雑費 -                11,212,635   

２　管理費
役員報酬 -                
給与手当 3,266,679     
外注費（管理） 346,500       
荷造運賃発送費 345,653       
広告宣伝費 -                
会議費 72,932         
通信費 736,168       
消耗品費 398,885       
水道光熱費 200,806       
支払手数料 507,503       
リース料 17,262         
地代家賃 1,800,000     
雑費 99,175         7,791,563     

経常支出合計 19,004,198   
経常収支差額 3,280,995

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 3,280,995
前期繰越資金 14,620,758
次期繰越資金（注記3） 17,901,753

 当会計年度
（平成22年4月１日から
平成23年3月31日まで）

平成２２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８期収支
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注記事頄

1. 現金預金
（単位：円）

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     

平成23年3月31日現在
普通預金（三菱東京UFJ銀行　原宿支店） 17,352,346     
普通預金（歌舞伎町口座） 123,430         

17,475,776     

2. 前払費用
（単位：円）

平成22年3月31日現在
平成22年4月分事務所前払家賃 150,000          

平成23年3月31日現在
平成23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 9,281             
預金 17,475,776      
未収入金 7,326             
短期貸付金 300,000          
前払費用 150,000          
預り金 (40,630)
期末資金残高 17,901,753      

その4．注記
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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       
㈱スパイア 1,200,000       
エイアイジー・スター生命保険㈱ 1,000,000       
日本たばこ産業㈱ 1,000,000       
㈱八千代銀行 1,000,000       
商店街振興組合原宿表参道欅会 1,000,000       
㈱オッシュマンズ・ジャパン 600,000         

8,300,000       

Ｂ協賛金
㈱アトレ 3,381,000       
㈱丸井グループ 600,000         
ギャップジャパン㈱ 315,000         
エイアイジースター生命 300,000         
東京ガールズコレクション 246,000         
㈱朝日広告社(相模原中津川清掃) 210,000         
㈱SMEレコーズ 200,000         
㈱三愛 200,000         
日本クラフトフーズ㈱(バブリシャス) 170,000         
㈱ホットスタッフ・プロモーション 100,000         

5,722,000       

Ｃ協賛金
日本コカ・コーラ㈱ 1,487,000       
㈱ディーゴ 1,000,000       
㈱サークルＫサンクス/㈱ロッテ 840,000         
㈱ハッピータウンラボ 525,000         
ＰＡＳＳ ＴＨＥ ＢＡＴＯＮ 437,773         
社団法人エリアリノベーション 315,000         
㈱シホスタイル 313,929         
㈱ウィンローダー 284,910         
ＮＰＯ法人チャリティ・プラットフォーム 241,235         
ＫＤＤＩ㈱ 206,000         
一般社団法人ジャストギビング 161,766         
㈱ミュープランニング 108,340         
歌舞伎町商店街振興組合 100,000         
㈱せーの 91,810           
有限責任事業組合(熊本) 30,000           
㈱エポスカード 22,500           
エムアンドオフィス 20,000           
明山茶業㈱ 20,000           
広尾高校 20,000           
ミュージック４ソサイエティ 10,000           
その他(個人寄付・募金など） 1,523,984       

7,759,247       

助成金
㈱日立製作所 300,000         
西武信用金庫 200,000         

500,000         

その4．注記



終りに

平成23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８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。

3.11の震災以降、新副代表横尾を先頭に被災地の支援を
積極的に行ってきました。

９期目では、その支援活動を継続するとともに、
各チームの横の連携を強化し、

目指せ１００チームを目標に活動をさらに
活発化させていきたいと考えています。

今後とも、応援ヨロシクお願いします！
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