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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・吉祥寺･渋谷・歌舞伎町・外苑・赤坂・池袋・浅草・芝浦・荻窪・ 

鎌倉・相模原・大宮・千葉・札幌・仙台・越後湯沢・南信州・静岡・名古屋・京都・大阪アメ村・ 

神戸・松山・福岡・佐賀・長崎・平戸・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄（那覇/名護/恩納村/北谷）・ 

パリ・スリランカ・ガーナ・シンガポール                                  

                                         38エリア *2012年6月現在 

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      5,220名 
             メルマガ登録者数 4,480名 （2012年3月31日現在） 

green bird宣言 
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@greenbirdjp  フォロワー数：1,619  *各チームでも情報発信中 
             

green bird  いいね！数：600   
             



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。 

 

～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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ビジョン 



運営体制及び活動エリアの紹介  

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：横尾俊成  

ネットワークマネージャー：大澤真輝 

ブランドマネージャー：入山忠 

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6-35-3-732 

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・ 

芝浦・荻窪 

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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＊2012年6月現在 

神戸 

ガーナ 

シンガポール 

佐賀 

mailto:information@greenbird.jp


チーム紹介  

活動日：毎週月・木曜 9:30～ 

           水曜 10:30～ 

     毎月第3日曜 10:00～ 

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 19:00～ 

             第3土曜15:00～ 

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～（7・8月は16:00） 

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    

     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～ 

        第2土曜 11:30～ 

リーダー：有和孝浩 

               柳屋考司 

★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 19:00～ 

リーダー：小杉孝宏・三上裕貴・ 

      安部浩生 
★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1・3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   19:00～ 

         第2日曜 10:30～ 

          第3火曜  8:00～ 

          第3土曜   19：30～ 

リーダー：河野恭一郎・向野幸子 

★月4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 11:00～ 

リーダー：井坂智幸 

 

★市街地から繁華街まで、宮崎の夜を楽しみなが
ら活動中。親子で毎回参加される方も！ 

 

 

 

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金曜 7:45～ 

       毎月第1土曜 11:00～ 

       毎月第3火曜 7:45～    

       毎月第3金曜 19:00～ 

リーダー：篠部大五郎・辻本恵太 

★月2回の早朝そうじもスタートし、パワーアップし
た京都チーム。今後の活動にもご注目ください。 

 

 

 

 

京都チーム 2008年12月～ 

 
活動日：毎月第2日曜 13:00～ 

         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。集合場所はミライエ呉服町。 

 

 

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土曜 11:00～ 

         第2火曜   8:00 

         第3木曜 19:00～ 

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～ 

     （6～9月は9:00） 

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    

     19:30～ 

     毎月第4日曜日13:00～ 

リーダー：壇浦聖徳・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日曜  

     10:30～ 

リーダー：大塚進乃 

 

★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～ 

 

鹿児島チーム 2008年6月～ 

 活動日：毎月第1木曜 7:30～ 

      毎月第3日曜 14:00～ 

      毎月第4木曜 20:00～ 

リーダー：古賀亮子 

★2011年秋より活動再開。「美人時計」「ハイ

タッチ！」など、鹿児島で活躍する仲間たちを巻
き込みながら活動を拡大中 

 

 

 

 



チーム紹介  

活動日：不定期 

     （毎月2回程度）  

リーダー：ノジマ相模原ライズ 

 
★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） 

リーダー：松本司 

       

★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：佐久間浩行 

 

★ 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・4月曜  

     19:00～ 

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～（8月は18:00） 

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～ 

     （11月～2月7:30）  

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。 

 

活動日：不定期（毎月1回） 

リーダー：多田収・倉田旬子 

 

★成長凄まじい“アジアの中心”で活動をスター
ト！文化の違いに驚きながら、毎回楽しんでい 

ます。 

 

 

 

シンガポールチーム 2012年3月～ 

 
2012年度より活動スタートのチーム 

 

・佐賀チーム  リーダー：かくもとしほ 

・芝浦チーム  リーダー：小川猛志 

・荻窪チーム  リーダー：阿賀清恵 

活動日：（那覇）第3土曜 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～ 
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2011年3月11日に発生した大地震および津波、 

そして、それら天災に影響を受けた様々な被害に対して、 

green birdでは、普段の活動の範疇を越えて、 

被災地が立ち上がる手助けとなるような 

活動を行ってまいりました。 

カンパのお願い、災害時の緊急支援を行なう 

「公益社団法人 Civic Force」への寄付呼びかけ 

現地に行けない方にも協力いただける緊急支援物資の提供 

および節電の呼びかけ等。 

 

被災地にも幾度となく、足を運び、 

現地の皆様や参加者の方々と交流しながら、 

明るく、前向きに活動することを目指してきました。 

 

完全な復興までは、まだまだ膨大な時間と 

膨大な労力が必要ですが、 

ここでは、震災発生後から平成24年3月までの 

活動についてご報告いたします。 

 

 

 
※green birdでは、平成24年度も被災地の 

復興支援プロジェクを継続して行なっております。 

 

 
 

被災地での支援活動  



被災地での支援活動  
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○2011年4月3日 気仙沼市への緊急物資の支援 

 

J-WAVE「 Heart to Heartつなげる、ココロ」プロジェクトに協力して
集めた物資を、気仙沼に届けるべく、Rebirth Projectの方、ロハス

ビジネスをやられている方々、タレントさんたちとともに、自宅避難
をされている方をはじめ、約1300人分の物質を届けました。 

○2011年5月23日、30日 グリーンバード×表参道コレクション     

                  東日本大地震被災地支援プロジェクト 

 

被災地へ物資を届けに行った際、現地で髪の毛を切って欲しいという
ニーズがあることを知り、表参道の定例そうじで美容師さんと清掃活動を
しているgreenbirdは、原宿表参道を拠点とするサロンがひとつになって、

ファッション＆ビューティーのトレンドを発信する「表参道コレクション」に
相談し、この度、「グリーンバード×表参道コレクション 東日本大地震被
災地支援プロジェクト」と題し、石巻災害復興支援協議会に紹介していた
だいた避難所を回りました。 

 

  

  

 

○2011年7月～12月 被災地支援ボランティア 

 

仙台市若林区は市内でも海岸沿いで被害が大きく、52%の土地が
浸水の被害に逢い、その中の90%以上が農家でした。 
震災以降、被災地では手が回らず後まわしになってしまっている
作業が多くあることを知り、greenbirdは、株式会社舞台ファームと
連携し、遅れている農作業補助を行いました。 
 
7月からの開始当初、まだ瓦礫が残されたままの民家が多く、瓦礫
撤去作業の手伝いや瓦礫が流れ込んだビニールハウス内の雑草
の除草作業、泥かきを中心に行いました。 
また、避難所に届けるフルーツの出荷作業などの手伝いを工場で
も行いました。 
夏以降は、若林区で支援を続けている「Re-Roots」との恊働作業
も始まり、瓦礫やガラスが混じった土を掘り起こす作業や、側溝に
溜まった泥を出す作業など力仕事が中心の作業も加わりました。 
また、畑やビニールハウス内の除草作業や、植わったまま収穫期
を過ぎダメになってしまった野菜の除去作業、野菜の収穫、出荷作
業のお手伝いも行いました。 
 
○期間：7月8日～12月17日（全13便） 
 ボランティア総数：428名 
 協賛企業：㈱ひよ子本舗吉野堂、㈱VIVA JAPAN、 
        ㈱オッシュマンズ・ジャパン 
 物品提供：㈱サンタス 
 運営協力：㈱ウィンローダー、㈱trippeace 
 
 
 

 

 

○2011年5月28日、29日、6月4日、5日 

 J-WAVE「Heart to Heartつなげる、ココロ」プロジェクト 

 

J-WAVE「Heart to Heartつなげる、ココロ」プロジェクトクトに参加し、
J-WAVEのリスナーの方々とともに仙台市若林区の農家さん、㈱舞

台ファームにて、津波で泥だけらになってしまった家やビニールハウ
スなどの泥かき、津波の影響で１ヵ月半ほど遅れてしまっている農
作業のお手伝いなどを行いました。 
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被災地での支援活動  
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株式会社ひよこ 

 

NPO法人greenbird 

 

一般財団法人ジャスト・ギビング・ジャパン 

 

株式会社OHISAMA 

 

ダイコクヤ 

 

イマイインセンティブ 

 

ZAZA 

 

株式会社カキモトエイゾウ 

 

オブ 

 

タヤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 被災地支援への寄付金］ 

公益社団法人Civic Force   

 

 

株式会社VIVAJAPAN（株式会社カフェグルーブ） 

 

株式会社スパイア 

 

株式会社オッシュマンズ・ジャパン 

 

DOUBLE 

 

有限会社美容室マサゴ 

 

株式会社エターナル 

 

バックステージ 

 

ハルウララ 

 

株式会社サムソン 

 

株式会社エルエスモード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの企業および個人の皆様に応援していただき、石巻市や仙台市若林区での 

復興支援プロジェクトの運営資金として活用させていただきました。 （総額 4,299,718円） 

全国各地の皆様にお寄せいただいた寄付金（募金）をNPO法人チャリティ・プラットフォームを通じて、
震災直後の緊急支援活動を行う「公益社団法人Civic Force」に寄付させていただきました。 

（総額 120,671円） 

［ green birdからの寄付金］ 



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23年4月から平成24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  

○2011年4月17日 OSHMAN’S原宿店コラボそうじ開始 

 （表参道チーム） 

 

パートナー企業のひとつであるオッシュマンズ・ジャパンと新た
に原宿日曜そうじをスタートしました。 

オッシュマンズとの定期的なコラボそうじは、吉祥寺、千葉に 

続いて3店舗目となります。 

オッシュマンズ・ジャパン発祥の地、そしてgreenbirdが生まれた
原宿で毎月第3日曜日にコラボそうじを行います。 

○2011年4月24日、25日 アースデー東京 （greenbird事務局） 

 

3.11、イベントの準備の真っ最中に大地震が発生し、開催自体も心
配された「アースデイ東京2011」。 

主催者はじめ関係者スタッフの尽力により、新たに「ふんばれ日本、
かわらなきゃ未来」というテーマを加え、無事に開催されました。 

greenbirdが運営を担当した「アースデイ・クリーンアップアクション」
には、「Share with FIAT この想い。つながる、ひろがる。」のスロー

ガンのもと震災の復興支援や市民活動の支援を行なっているイタリ
アを代表するカーブランド「FIAT」が特別協賛としてサポート。 

両日とも会場周辺の清掃活動を一緒に行いました。 
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○2011年4月17日 Miyazaki fun！ network コラボそうじ  

（宮崎チーム） 

 

宮崎の行政マンを中心とした自主研究グループ「Miyazaki fun 

network」とコラボそうじを行い、greenbirdについての講演会を 

行いました。 

○2011年4月23日 アースウィークくまもと （熊本チーム） 

 

昨年に続き「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。初めて参加される方や久しぶりに
参加する人など、総勢22名でおそうじ活動を行いました。 

○2011年4月29日 マチナカレッジそうじ （熊本チーム） 

 

地域密着型の新しい教育のカタチ「マチナカレッジ」。 

今回、熊本チームはマチナカレッジの1カリキュラムとして、
街を教室に清掃活動を行いました。 
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○2011年5月14日、15日 栄ミナミ音楽祭そうじ （名古屋チーム） 

 

「人と地域の活性化」と「新しい文化の創造」をテーマにして2日間行
われた街と人がLIVEする「栄ミナミ音楽祭」に名古屋チームが参加 

しました。 

当日は、愛知県警音楽隊のパレードに参加したり、ZIPFMの人気番
組「RADIO KICK」コラボそうじやメインステージでの活動PRなど盛り
だくさんに行いました。 

 

 

 

○2011年5月30日 全国一斉ごみゼロそうじ  （greenbird事務局） 

 

昨年に続き今年も全国一斉ゴミゼロそうじを企画しましたが、開催日
が集中した28,29日の土日とも日本列島が台風に見舞われ多くのエ
リアで残念ながら中止となってしまいました。 

しかし、そんな状況下でも奇跡的に開催できたチームもあり、規模は
小さくなってしまいましたが、なんとか一部のエリアで開催することが
できました。 

◎全国一斉ごみゼロそうじ 

・参加者数 約203名 

・開催エリア 8エリア 
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○2011年5月14日 学校へGO!学生チーム×東洋大学 

  コラボそうじ （学生チーム） 

 

昨年に続き、東洋大学公認サークル「アカシアの木」をはじめ
東洋大学の皆さまと中心に東洋大学白山キャンパスの周辺り
の清掃活動を行いました。 

 

 

 

○2011年5月4日 NAC FESコラボそうじ （名古屋チーム） 

 

ジャンルを越えた人と人がつながり、新しいものを生み出したり 

相互研鑽することで地域を活性化させようと活動する地域振興 

コミュニティ「NAC」とコラボしてイベントの一環として清掃活動を 

行いました。 
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○2011年6月14日 新宿マルイ本店×新宿区内の障がい者施設利用者・ 

関係者コラボそうじ （歌舞伎町チーム） 

 

今回で3回目となる新宿マルイ本館 CSRチーム「グリーンエレファント」、 

近隣店舗スタッフのみなさん、新宿区内の障がい者施設利用者・関係者の 

みなさん、社会福祉法人新宿区社会福祉協議会のみなさん、そして今回から 

新たに新宿区、歌舞伎町タウンマネジメントのみなさんにも加わっていただき、
朝の新宿で清掃活動しました。 

 

○2011年6月17日 キャンドルナイト＠表参道 （表参道チーム） 

 

毎年恒例行事となっているキャンドルナイト＠表参道に今年も 

地元の渋谷区立神宮前小学校の児童たちとパレードに参加。 

パレードの2日前に東京造形大の学生の指導のもと作ったキャン
ドルホルダー持ってパレードに参加しました。 

○2011年6月11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。 
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○2011年6月27日 マチナカレッジ+熊本美少女図鑑  

 ×greenbirdコラボそうじ  （熊本チーム） 

 

4月に行ったマチナカレッジに続いて今回は、greenbirdが講師
となって街の清掃活動を行いました。 

熊本美少女図鑑の“美少女”も参加してくれました。 

 

 

○2011年6月4日 さるくそうじ第4弾 （長崎チーム） 

 

長崎県と長崎市の共催で開催された環境月間街頭キャンペーン 

として、日本たばこ産業㈱「ひろえば街が好きになる運動」とコラボ
してボランティア観光ガイドの案内で街歩きをしながらゴミ拾いを
するというおそうじさるくを行いました。 
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○2011年7月2日 学校へGO!東京都市大学×学生チームコラボそうじ （学生チーム） 

 

○2011年7月30日、31日 宮崎チーム3周年＆えれこっちゃみやざき 
（宮崎チーム） 

 

宮崎チーム3周年と「えれこっちゃみやざき」の開催が重なり、3周年記
念そうじとして「えれこっちゃみやざき」にて清掃活動を行いました。 

○2011年7月9日、10日 第21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。 

 

 

○2011年7月21日 福岡打ち水大作戦2011 （福岡チーム） 

 

2004年から福岡ではgreenbirdも一緒になり打ち水大作戦を行って 

います。今年は、九州一の商業エリア・天神の3百貨店（岩田屋・三
越・大丸）はもちろん、プラス10の商業施設が一緒になってリレーで 

打ち水を実施。 

最後のフィナーレを福岡市役所前で市長と共に行いました。 

○2011年7月22日 P.G.C.D.（ページェーセーデー） 

 12周年コラボそうじ （表参道＆福岡チーム） 

 

毎年7月22日は、ファンデーション要らずの美しい素肌を 

目指す、究極のシンプルスキンケアを提供しているP.G.C.D.

の創立記念日。 

いつもお世話になっている街に「ありがとう」の感謝の気持ち
を込めて一緒に清掃活動をしています。 

今年は、表参道と福岡の同時開催で行いました。 

○2011年7月16日～18日 ap bank fes’11 （greenbird事務局） 

 

静岡県掛川市・つま恋で行われた「ap bank fes’11」に参加。 

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。 

 

○2011年7月30日、31日 長崎みなと祭り＆さるくそうじ 

 （長崎チーム） 

 

ECOをテーマに開催されている「長崎みなと祭り」に 

今年も参加。 

両日とも会場内の清掃活動だけでなくコラボ企画した 

「さるくそうじ」を行いました。 
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○2011年8月7日 歌舞伎町チーム5周年 （歌舞伎町チーム） 

 

歌舞伎町チーム5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。 

  

○2011年8月26日～28日 Slow Music Slow LIVE’11  

（greenbird事務局） 

 

由緒正しい歴史のある池上本門寺にて開催される野外ライブ 

イベント。初日は、残念ながら記録的な豪雨のため中止に 

なってしまいましたが、残り2日 間は心地よい歌声を楽しみ 

ながら、ジェントルワンとともに活動のPRを行ないました。 
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○2011年8月29日 コアコンジョギングコラボそうじ 

（赤坂チーム） 

 

「コアコンジョギングクラブ」の2周年イベントラン。 

走りを楽にするドリルを行った後、逗子駅から一色海岸までの
約4キロをラン。 

その後にビーチクリーンを行いました。 

○2011年8月6日 ガーラ湯沢「マウンテンパーククリーン」 

（湯沢チーム） 

 

今年もガーラ湯沢スキー場とのコラボでガーラマウンテンパーク 

クリーンを行いました。毎年行っているこのコラボそうじ。 

そのかいあってゴミの量は年々減ってきました。 

○2011年8月27日、28日 原宿表参道元氣祭りスーパーよさこい 
（表参道チーム） 

 

今年のスーパーよさこいは電力節電のため、スタート時間を早め 

たり、舞台の装置も例年に比べて質素になったりはしましたが、 

復興を願う明治神宮への奉納祭りとして開催されました。 

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、みんなで踊ったりそうじしたりと大変盛り上がりました。 

○2011年8月20日 Love&candleコラボそうじ  

（神戸チーム） 

 

須磨海岸のまちづくりに熱心に取り組んでいる海の家「カッパ天国」
オーナーにしてNPO法人「須磨まちづくり観光プロジェクト」理事長が
企画された「Love & candle 潮風のラブレターズ」とのコラボそうじと
いうことで、日暮れ時、地域の子供たちが作ったキャンドルに火を 

ともし、併せて全国から集まったラブレターをスクリーンに映すという 

素敵なイベントを行いました。 

これに先立って須磨海岸の素晴らしさをみんなでいつまでも残してい
こうとgreenbirdも浜辺の清掃活動を行いました。 
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○2011年9月2日～4日 SunSetLive2011  

（福岡チーム） 

 

海と自然の恵みに感謝するというコンセプトのもと、今年で19回目を迎える 

九州一の野外フェス「SunSetLive」に今年も参加し、会場周辺の清掃活動
を行いました。 
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○2011年9月18日 Run Girl★Night （greenbird事務局） 

 

今回で2回目となるお台場の潮風公園で行われた女子のための
女子によるRUN祭り「RunGirl★Night Vol.2」。 

昨年は開催時期が暑すぎたということもあり、今年は2週遅らせて
の開催となりました。今回もgreenbirdは活動のPRや会場や給水
ポイントのゴミ箱の管理を行いました。 

○2011年9月3日 第13回東京ガールズコレクション2011A/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。 

会場では、TGC×greenbirdのゴミ袋の配布やトイレ＆会場のキープクリーン活動を 

行いました。 

○2011年9月24日 富士山樹海そうじ 
（greenbird事務局） 

 

毎年恒例の富士山樹海そうじには44名が参加。 

富士市を通る国道469号線の沿線とその周辺の森

にて開催。トラックや一般車が休日でも頻繁に走る
交通量の多い国道469号付近にはたくさんのゴミ
がありました。 

○2011年9月23日 夢の吹く丘20101 

（長崎チーム） 

 

「夢の吹く丘2011」に参加し、ブース出展及びゴミス
テーションの運営、ステージでのPR活動を行いました。 

○2011年9月13日 大通公園100周年コラボそうじ  

（札幌チーム） 

 

大通公園100周年を記念して、市民の皆さま、近隣の企業の
皆さま、小・中学校の皆さまなど230人以上の方々と清掃活
動を行いました。 
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○2011年10月15日 スター生命クリーンアアップウォーク 

 （greenbird事務局） 

 

2004年よりスター生命が協力しているピンクリボン運動のイベント
「ピンクリボンウォークinすみだ」が錦糸公園で行われ、イベントの 

一環として、スター生命の皆様とクリーンアップウォークを行いました。 

 

 

○2011年10月28日、29日 大阪マラソンEXPO  

（アメ村＆神戸＆京都チーム） 

 

マラソン参加選手３万人がゼッケンを受け取りにくる大阪マラソン
EXPOにてアメ村チーム、神戸チーム、京都チームが一丸となり 

ブース出展。 

カラーボールをゴミに見立てて分別体験できるボードを作成し、 

活動のPRを行いました。 

○2011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） 

 

年々盛り上がりを見せるハロウィンイベント。全国各地でハロ
ウィンのイベントが開催されていますが、日本のハロウィン発
祥の地、表参道でもハロウィンパレードが開催。 

greenbirdもパレードに参加し清掃活動を行いました。 
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○2011年10月30日 駒沢ハロウィンそうじ （駒沢チーム） 

 

駒沢チームとして初めてハロウィンそうじを行いました。 

いつも参加している子どもたちが可愛いメイクをしてきたり、 

それに合わせてお父さんもしっかり仮装してきたり。 

いつもと少し違ったハイテンションでより一層清掃活動にも 

力が入りました。 

○2011年10月30日 東京ネイチャーランド （吉祥寺チーム） 

 

井の頭恩賜公園で行われた都立公園及び緑地を利用して、 

楽しく環境プログラムを提供する「東京ネイチャーランド」に 

参加。 

イベントの一環として公園内の清掃活動を行いました。 

 

○2011年10月29日 創成川公園ハロウィンパレード仮装そうじパレード  

（札幌チーム） 

 

例年であれば10月の下旬は初雪が降る時期ですが、当日の札幌の快晴。 

そんな晴天のもと、創成川公園で行われたハロウィンパーティで仮装した 

参加者の皆さまと清掃活動を楽しみました。 

○2011年10月15日 スター生命×エジソン生命×greenbirdコラボそうじ 

 （長崎チーム） 

 

スター生命・エジソン生命と長崎チームのコラボそうじを長崎市が開催する
「ながさきエコライフ・フェスタ」の会場水辺の森公園をメイン会場に清掃活
動を総勢約200名で行いました。 
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○2011年11月 GAKU-MCキャンドルLIVEツアー＆そうじ 

 

11月2日の六本木ヒルズでのそうじからスタートした 

GAKU-MC×カメヤマキャンドルハウスpresents「ACOUSTIC 

CANDLE LIVE TOUR 2011～希望の灯～」。 

geenbirdのチームが活動中の街ではもちろん、ない街でもLIVEに
そうじにGAKU－MCと共に楽しく活動しました。 

・11/2 東京/六本木 

・11/6 北海道/札幌 

・11/8 愛知/名古屋 

・11/10 兵庫/西宮 

・11/11 広島/広島 

・11/13 福岡/北九州 

・11/19 福島/福島 

○2011年11月3日～5日 首都大学みやこ祭コラボそうじ （学生チーム） 

 

 

○2011年11月13日 白川そうじ （熊本チーム） 

 

熊本学園大学の学生が中心となって開催したイベント
「白川市民レガッタ」の一環として、白川清掃ボラン
ティアに参加しました。 

○2011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キャンパスとなる「マチナカレッジ」
の1周年企画として、マチナカレッジ×greenbird熊本× 

ロアッソ熊本のコラボそうじを行いました。 

○2011年10月24日、11月2日、10日、12日、14日、20日、21日、 

  23日、24日、28日、30日 

 第3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：大森、目黒、秋葉原、四谷、恵比寿、上野、亀戸、 

     吉祥寺、新浦安、品川、川崎BE、大井町 

○2011年11月9日 第4回新宿マルイ本館×新宿社協コラボそうじ 
（歌舞伎町チーム） 

 

今回で4回目となる新宿マルイ本館の有志で結成されたボランティ
アチーム「Green Elephant」を中心に、新宿区社会福祉協議会、 

区立社会福祉作業所、区立障害者福祉センター、そして本館以外
のマルイ各店などが協力して新宿区の後援のもとコラボそうじを 

行いました。 

○2011年11月20日 ラン＆ゴミ拾い （赤坂チーム） 

 

マラソングループ「スマイルランナーズ」とコラボして、 

いつもマラソンに使わせてもらっている場所に何か貢献 

したいという想いからラン＆ゴミ拾いを行いました。 

http://www.greenbird.jp/news/img_main/23011.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/58537.jpg
http://www.greenbird.jp/news/img_main/22725.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/58861.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/58401.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/57802.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/58249.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/58568.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/58562.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/58991.jpg
http://www.greenbird.jp/diary/img_main/58998.jpg
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○2011年12月18日 Be-project コラボそうじ （千葉チーム） 

 

高田馬場や千葉で定期的に活動をしている「Be-project」のみなさんと 

2011年の最後のそうじとして清掃活動を行いました。 

○2011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115名

にて清掃活動を実施。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。 

○2012年1月15日 名古屋おもてなし武将隊とゴミ拾い合戦！ 

 （名古屋チーム） 

 

名古屋を拠点に人気の「名古屋おもてなし武将隊」と、同じく名
古屋でゴミ拾いをするNGOア∞スの「ゴミ拾いレンジャー」と共に、
コラボレーションしゴミ拾い合戦を行いしました。 

○2012年1月28日 天狗祭り （下北沢チーム） 

 

下北沢の恒例行事「しもきた天狗祭り」に参加し、 

豆巻き＆清掃活動を行いました。 

○2012年1月29日、2月5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 

参加しました。 

今年は福岡、平戸、神戸チームからも応援があり、仮装組と 

そうじ組に分かれ活動を行いました。 

○2012年2月12日  京都議定書バースデーウォーク 

（京都チーム） 

 

京都議定書バースでウォークとは、ウォーキングを「京都議定書」に 

なぞらえて、 参加者がそれぞれのペースとスタイルで同じゴールを目指し、
目標を共有する京都発のイベントです。今回green bird京都は、京都議 

定書バースデーウォーク内で実施されたお掃除、京の町の「ごみ調査隊」
がゆく！の活動を一緒に行いました。 

○2012年2月26日 生月島クリーン大作戦 （平戸チーム） 

 

今回で4回目となる生月島クリーン大作戦。 

地元の方々に参加していただき約50名と共に清掃活動を行いました。 
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○2012年3月4日 渋谷・表参道Women’s Run （表参道チーム） 

 

昨年に続き2回目となる渋谷・表参道Women’s Runが開催され、 

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。 
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○2012年3月 セントパトリックスデーパレード 

（熊本・名古屋・表参道・千葉チーム） 

 

アイルランドにキリスト教をもたらした守護聖人・聖パトリックスの
命日（3月17日）を記念し、アイルランドでは最大の祝日として 

国を挙げてお祝いをするお祭り「セントパトリックスデー」。 

例年の表参道に加えて今年は熊本、名古屋、千葉チームが 

それぞれ各地でパレードに参加しました。 

 

・熊本 3月17日 

・名古屋 3月18日 

・表参道 3月18日 

・千葉 3月20日 

 

 
○2012年3月31日 TOKYO SEVENS 2012  

（外苑チーム） 

 

セブンスは、2016年オリンピックから追加種目に選ばれた、 

世界的にも人気のあるスポーツで、日本では7人制ラグビーと 

呼ばれることの多い「セブンズ・ラグビー」。その世界最高を決め
る「HSBセブンズ・ワールドシリーズ」が11年振りに日本で開かれ
greenbirdは、会場でゴミ袋を配布し、スタジアムクリーンの 

呼びかけを行いました。 

http://www.greenbird.jp/news/img_main/24491.jpg
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活動日 

○2011年4月9日 サンジェルマンデプレ 

○2011年5月21日 凱旋門シャンゼリゼ 

○2011年6月18日 オペラ周辺 

○2011年7月11日 トロカデロ 

○2011年8月13日 オテルドヴィル 

○2011年9月17日 ポンピドーセンター前 

○2011年10月15日 サンミッシェル 

○2011年11月12日 モンパルナス 

○2011年12月18日 ノートルダム寺院 

○2012年1月14日 バスティーユ 

○2012年2月11日 モンマルトル 

○2012年3月17日 ポンピドーセンター前 

活動日 

○2011年4月1日、21日 

○2011年5月15日、28日、30日 

○2011年6月3日、19日、25日 

○2011年7月1日、17日、23日 

○2011年8月5日、21日、27日 

○2011年9月2日、18日 

○2011年10月7日、16日 

○2011年11月13日、20日、26日 

○2011年12月2日、18日 

○2012年1月2日、15日 

○2012年2月3日、19日 

○2012年3月2日、18日、30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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シンガポール 

活動日 

○2012年1月24日 

○2012年2月5日 
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メディア実績  

2011.4 ソトコト5月号 

2011.4 赤坂経済新聞 

2011.4 Associe2011.4 

 

2011.5 ソトコト6月号  

2011.5 まち本！（掛川の人と出合えるガイドブック） 

2011.5 FM791熊本シティエフエム「ダウンタウン・ストリートショップ」 

2011.5 熊本 CityFM791 ダウンタウンストリートショップ 

2011.5 吉祥寺：吉祥寺経済新聞&YAHOO!ニュース[東京版] 

2011.5   札幌経済新聞 

2011.5 長崎経済新聞 

2011.5 熊本日日新聞 

2011.5 西日本新聞 

 

2011.6 毎日新聞[兵庫版]&YAHOO!ニュース[兵庫版] 

2011.6 ソトコト7月号 

2011.6 新宿経済新聞&YAHOO!ニュース[東京版] 

2011.6 暮らしエコナビ by Panasonic 

2011.6  mina2011.7 

2011.6  J-WAVE新番組「IYEMON KOIME SWITCH YOUR MIND」 

 

2011.7 ソトコト8月号  

2011.7 琉球新報 

 

2011.8 ソトコト9月号  

 

2011.9 ソトコト10月号 

2011.9  yahoo 

2011.9 日本経済新聞（夕刊） 

2011.9 西武環境保全活動助成金報告 

 

2011.10 ソトコト11月号  

2011.10 読売新聞（関西版） 

2011.10 遊んどこっ 

 

2011.11 神戸経済新聞 

2011.11 ソトコト12月号 

2011.11 神戸経済新聞＆YahooトップNews 

 

2011.12 ソトコト1月号 

2011.12  NHK-BS1「COOL JAPAN 発掘!かっこいいニッポン」 

 

2012.1 ソトコト2月号 

2012.1  PHPスペシャル 

2012.1 ブログ「Sputnik international 's Activities in JAPAN」 

2012.1  THE EARTH NEWS 

2012.1 西日本新聞 

2012.1 日本経済新聞 

 

2012.2 ソトコト3月号 

2012.2  CLASSY 

2012.2 愛媛新聞 

 

2012.3 台湾世界語報 

2012.3 ソトコト4月号 
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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』 『タンブラー』 

タオル 

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
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http://greenbird.jp/ver2/docs/gallery/005.html
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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 

日本たばこ産業株式会社 
ジブラルタ生命保険株式会社 

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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大阪マラソン組織委員会 

 

株式会社アトレ 

 

株式会社丸井グループ 

 

東京ガールズコレクション 

 

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）］ 

2011年10月28日、29日開催（p.19参照） 

 

2011年10月～11月開催（P.20参照） 

 

2011年6月14日、11月9日開催（P.15、P.20参照） 

 

2011年9月3日開催（P.18参照） 

 

2011年8月26日～28日開催（P.17参照） 

 

 

 

 

 

［ C協賛（寄付など）］ 

株式会社ウィンローダー 

歌舞伎町商店街振興組合 

特定非営利活動法人チャリティープラットフォーム 

東京都教育庁指導部 

一般財団法人ジャスト・ギビング・ジャパン 

明山茶業株式会社 

株式会社エポスカード 

 

株式会社ミュープランニング 

株式会社アイフリーク 

トムラ・ジャパン株式会社 

熊本城東マネジメント 

株式会社三越伊勢丹/有限会社ゲンベイ商店 

社団法人熊本西法人会青年部 

東京都立豊島高校 

［ 助成金］ 

株式会社リコー          「社会貢献クラブ FreeWill」    

 

 

［ 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20,000人の人たちとおそうじしました！ 
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参加者数 チーム数 

    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 事務局/表参道 173 408 169 324 310 461 282 987 356 333 171 342 240 4,383 

2 下北沢 50 45 59 49 65 29 101 89 37 77 53 68 28 700 

3 福岡 223 291 277 283 428 223 341 310 312 248 244 180 374 3,511 

4 駒沢 20 48 25 40 14 11 27 48 25 26 32 14 27 337 

5 鎌倉 21 10 18 10 8 14 5 7 16 24 12 21 12 157 

6 吉祥寺 23 36 52 51 38 59 49 38 52 45 15 35 41 511 

7 渋谷 18 83 55 105 87 41 51 52 57 27 0 59 25 642 

8 歌舞伎町 19 51 70 134 24 43 0 23 116 18 12 24 39 554 

9 学生 34 34 38 65 66 38 63 54 88 27 49 48 53 623 

10 長崎 56 92 72 58 193 77 66 286 39 67 68 60 61 1,139 

11 平戸 18 6 1 9 10 1 9 5 9 5 4 8 3 70 

12 熊本 54 123 78 68 56 52 77 114 206 117 100 88 69 1,148 

13 外苑 18 36 28 33 33 54 24 33 22 0 29 44 0 336 

14 赤坂 24 51 21 41 54 42 67 50 80 68 30 87 61 652 

15 宮崎 31 50 18 15 42 15 28 32 3 25 6 10 2 246 

16 鹿児島 11               22 29 58 36 30 175 

17 アメ村 21 16 20 57 29 31 41 31 32 36 28 27 0 348 

18 京都 20 4 6 0 14 8 0 9 5 4 15 16 10 91 

19 南信州 17 10 0 22 19 29 5 40 25 24 0 10 16 200 

20 静岡 19 83 10 8 29 11 16 6 26 24 39 30 20 302 

21 越後湯沢 14 7 23 0 4 18 8 4 0 0 2 4 2 72 

22 札幌 28 0 45 30 71 62 4 22 21 13 28 13 26 335 

23 大宮 22 12 21 8 23 28 12 13 41 23 34 30 33 278 

24 名古屋 37 79 95 55 38 68 99 89 106 97 119 43 42 930 

25 松山 6                   10 11 5 26 

26 沖縄 42 56 71 161 62 49 15 37 29 67 64 12 128 751 

27 相模原 5 0 11 0 0 24 8 7 0 0 0 0 0 50 

28 千葉 13 30 11 18 9 0 6 0 0 25 11 19 44 173 

29 仙台 9 0 0 9 10 9 10 7 5 12 11 8 0 81 

30 神戸 18 57 20 25 20 39 23 39 34 108 91 73 28 557 

31 浅草 13 0 23 21 31 33 19 5 55 17 6 16 0 226 

32 パリ 12 6 8 8 7 6 8 6 6 6 7 6 5 79 

33 スリランカ 30 25 92 32 34 58 20 22 47 23 22 29 47 451 

34 ガーナ 0                         0 

35 シンガポール 2                   8 3 0 11 

  小計 1,121 1,749 1,437 1,739 1,828 1,633 1,484 2,465 1,872 1,615 1,378 1,474 1,471 20,145 
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 平成２３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）  
 当会計年度末 

（平成23年3月31日）  
 当会計年度末 

（平成24年3月31日）  
 Ⅰ 資産の部  

 １ 流動資産  
 現金預金（注記1）  

 現金           9,281           8,609  
 預金    17,475,776    30,895,967  

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

 流動資産合計    17,942,383    31,361,902  
 ２ 固定資産  

 建物附属設備        106,000        106,000  
 工具器具備品     1,707,534     1,802,664  

 固定資産合計     1,813,534      1,908,664  
 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    20,955,917   34,470,566  

 Ⅱ 負債の部  
 １ 流動負債  

 繰延寄付等                 -    10,250,000  
 預り金                 -          35,508  
 未払費用          40,630                 -  

 流動負債合計          40,630    10,285,508  
 負債合計          40,630   10,285,508  
 正味財産    20,915,287   24,185,058  
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 平成２３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23年4月１日から 
平成24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）  

 グリーンバード寄付金      21,124,153  
 東日本大震災仙台支援寄付金        4,299,718      25,423,871  

 ３ 補助金                    -  

 ４ その他              3,009  
 経常収入合計      25,429,322  

 Ⅱ 経常支出の部  
 １ 事業費  

 環境美化及び保全事業        3,681,590  

 人材育成事業                    -  

 イベント企画・開催事業        7,325,930  

 調査研究事業                    -  
 普及・啓蒙事業        2,438,989  

 雑費                    -      13,446,509  
 ２ 管理費  

 役員報酬                    -  
 給与手当        2,695,618  
 外注費（管理）          346,500  
 荷造運賃発送費          303,138  

 広告宣伝費                    -  
 会議費          130,670  
 通信費          925,792  
 消耗品費        1,147,834  
 水道光熱費          182,084  
 支払手数料          434,549  
 リース料            17,262  
 地代家賃        1,900,000  
 雑費          629,595        8,713,042  

 経常支出合計      22,159,551  
 経常収支差額  3,269,771  

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 (95,130) (95,130) 

その他資金収支差額 (95,130) 
当期資金収支差額 3,174,641  
前期繰越資金 17,901,753  
次期繰越資金（注記3） 21,076,394  



 注記事項  

 1.   現金預金  
 （単位：円）  

 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  

 平成24年3月31日現在  
 普通預金（三菱東京UFJ銀行 原宿支店）       30,648,663  
 普通預金（西武信用金庫 原宿支店）           216,290  
 普通預金（三菱東京UFJ銀行 原宿支店）            11,000  
 普通預金（歌舞伎町口座）            20,014  

     30,895,967  

 2.   前払費用  
 （単位：円）  

 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  

 平成24年3月31日現在  
 平成24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               8,609  
 預金        30,895,967  
 未収入金               7,326  
 短期貸付金            300,000  
 前払費用            150,000  
 繰延寄付等    (10,250,000) 
 預り金       (35,508) 
 期末資金残高        21,076,394  

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  
 日本コカ・コーラ㈱         5,250,000  
 ㈱タワーレコード         2,200,000  
 ㈱オッシュマンズ・ジャパン         2,000,000  
 ジブラルタ生命保険㈱         1,500,000  
 ㈱スパイア         1,200,000  
 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           700,000  

     14,850,000  

 Ｂ協賛金  
 大阪マラソン組織委員会         2,288,174  
 ㈱アトレ         1,789,200  
 ㈱丸井グループ           300,000  
 東京ガールズコレクション           252,000  
 ㈱ホットスタッフ・プロモーション           100,000  

       4,729,374  

 Ｃ協賛金  
 ㈱ウィンローダー           167,245  
 ㈱ミュープランニング           105,990  
 歌舞伎町商店街振興組合           100,000  
 ㈱アイフリーク            79,571  
 ＮＰＯ法人チャリティ・プラットフォーム            63,860  
 トムラジャパン            48,000  
 東京都教育庁指導部            32,400  
 熊本城東マネジメント            30,000  
 一般社団法人ジャスト・ギビング・ジャパン            26,654  
 伊勢丹＆㈲ゲンベイ商店            21,000  
 明山茶業㈱            20,000  
 社団法人熊本西法人会青年部            20,000  
 ㈱エポスカード            18,000  
 東京都立豊島高校              9,000  
 その他(個人寄付・募金など）           363,059  

       1,104,779  

 助成金  
 ㈱リコー           440,000  

         440,000  
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 東日本大震災仙台支援寄付金  

 ㈱ひよこ本舗吉野堂         2,000,000  

 ㈱VIVAJAPAN         1,034,600  

 NPO法人グリーンバード           210,035  

 ㈱スパイア           315,656  

 一般財団法人ジャスト・ギビング・ジャパン           141,225  

 ㈱オッシュマンズ・ジャパン           131,575  

 ㈱OHISAMA           100,000  

 DOUBLE            10,000  

 ダイコクヤ            10,000  

 ㈲美容室マセゴ            10,000  

 イマイインセンテ            10,000  

 ㈱エターナル            10,000  

 ZAZA            10,000  

 バックステージ            10,000  

 ㈱カキモトエイゾウ            10,000  

 ハルウララANTI            10,000  

 オブ            10,000  

 ㈱サムソン            10,000  

 タヤ            10,000  

 ㈱エルエスモード            10,000  

 個人寄付           236,627  

       4,299,718  

4. 注記  
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終りに  

平成24年6月吉日 

特定非営利活動法人green bird 

 

理事長 長谷部 健 

お陰さまで、NPO法人化して丸9年が経ちました。 

今期は、なんといっても、東日本大震災が起きて 

僕らの活動に変化が起きた期でもありました。 

通常の活動にプラスして、被災地支援という活動も 

green birdの中で大きなシェアを占めました。 

チームの拡大は、ひと休みとなりましたが、 

green birdなりに被災地の復興に微力ながら 

役に立てたと感じています。 

9年目の活動を応援して頂いたみなさまに、 

この場をお借りして、感謝の気持ちを申し上げる次第です。 

 

 

来期から、10年というひと区切りを迎えます。 

副代表の横尾俊成を、新代表とし現場での活動をさらに 

充実したものにし、green birdに対する共感の輪を 

もっともっと広げていきたいと考えています。 

 

 

10年目を迎えるgreen birdを、今後ともどうぞ 

よろしくお願いいたします。 
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