
第3期活動報告書
（平成17年4月1日~平成18年3月31日）

特定非営利活動法人 green bird
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その１．概要

green birdとは。

green birdとは、「キレイな街は、人の心もキレイにする」を

コンセプトに誕生した原宿表参道発信のプロジェクト。

「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。

「街を汚すことはかっこ悪いことだ。」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、ただ今、

プロモーションの輪は原宿表参道のみならず

下北沢、福岡、駒沢、鎌倉、吉祥寺、渋谷と、どんどん拡がっています。

合言葉は“KEEP CLEAN, KEEP GREEN.”。

原宿表参道だけでなく、自分たちが住む街を

もっとキレイで、もっとカッコイイ街にするために。

ひとりでも多くの参加を、お待ちしています。
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その１．概要

green birdでは、「ロゴマーク（イラストレーター；寄藤文平）」、「宣言」を用いて世
の中への啓蒙活動に努めています。
70年代に平和の象徴として、「にこちゃん・マーク」がありました。21世紀は「ココロ
の豊かさ＝ゴミのポイ捨てはカッコ悪い！」の象徴として、「グリーンバード・マー
ク」があります。
「宣言」は、WEB（http://greenbird.jp/ver2/docs/sengen/index.html）にて受け付
けています。

～green bird宣言～
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その１．概要

［ 活動内容 ］

① ゴミ拾い活動

・定例のそうじ活動

② ゴミのポイ捨てカッコ悪い！活動

・様々なメディア、イベントを活用してgreen birdの理念を訴求する活動

③協賛活動

・運営に必要な資金、品物を寄付してもらう活動

［グランド・ビジョン ］

～green birdの活動／ビジョン～

2010年
‘ゴミのポイ捨ては、かっこ悪い！’という気持ち・思想を

4,000万人の人たちと共有したい！
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名 称 ：特定非営利活動法人green bird（グリーンバード） 東京／原宿表参道
代 表者 ： 長谷部 健
事 務局（本部） ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6－35－3 ｺｰﾌﾟｵﾘﾝﾋﾟｱ206号室
連 絡先 ： ＴＥＬ／03－5469－5318、ＦＡＸ／03－5469－5338、e-mail／information@greenbird.jp
ホームページ ： http://www.greenbird.jp

■東京／下北沢チーム（平成15年9月～）
代 表者 ： 諸冶 慶志郎
連 絡先 ： e-mail／moroji@greenbird.jp

ホームページ ： http://www.greenbird.jp/ver2/docs/shimokita/index.html

■福岡／天神チーム（平成15年10月～）
代 表者 ： 木下 真裕
連 絡先 ： ＴＥＬ／090-8760－4723 、e-mail／kinoshita@greenbird.jp
ホームページ ： http://www.greenbird.jp/ver2/docs/fukuoka/index.html

■東京／駒沢チーム（平成16年4月～）
代表者 ：勝又 夏海

連絡先 ：ＴＥＬ／080-6523-0002、e-mail／komazawa@greenbird.jp
ホームページ ： http://www.greenbird.jp/ver2/docs/komazawa/index.html

■神奈川／鎌倉チーム（平成17年10月～）今年度より新設
代 表者 ： 菊地 一郎
連 絡先 ：ＴＥＬ／090-1462-6117、e-mail／kikuchi@greenbird.jp
ホームページ ： http://www.greenbird.jp/ver2/docs/kamakura/index.html

■東京／吉祥寺チーム（平成17年12月～）今年度より新設
代 表者 ： 登坂 亮太
連 絡先 ：e-mail／ryota@greenbird.jp
ホームページ ： http://www.greenbird.jp/ver2/docs/kichijoji/index.html

■東京／渋谷チーム（平成17年12月～）今年度より新設
代 表者 ： 浅井 克俊 / 新村 充
ホームページ ： http://www.greenbird.jp/ver2/docs/shibuya/index.html

その２．組織

～全体組織～
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その２．組織

～組織マップ～

[ 東京／原宿表参道本部 ]

代表：長谷部健
副代表：左京泰明
事務局長：諸治慶志郎
イベンター：涌井規州
デザイナー：馬渡陽明
チームリーダー、事務：荒井美香
スタッフ：茅山顕之、増沢輝

会計顧問：李日生

[ 役員名簿 ]

[ 東京／下北沢チーム ]

チーム長：諸治慶志郎
プロデューサー：猪越健、
ディレクター：網屋徹、吉永美津子
スタッフ：古池勝也、廣原正典、

大塚健一、羽鳥祐子

[ 福岡／天神チーム ]
チーム長：木下真裕
スタッフ：宮本良平、白石隆義、

岩永真一、多賀谷大輔、
大石栄悟、公門秋絵、

理事長：長谷部健 渋谷区議会議員
副理事長：重永忠 （株）生活の木／代表取締役社長
理事：和田昌弥 （有）八竹／代表取締役
理事：松本ルキ （株）オールファッションアート研究所／社長室 統括
理事：山本英輔 隅田商事（株）／取締役 本部長
理事：嶋瀬徹 （有）ルート／代表
監事：鈴木寛 参議院議員

諸治慶志郎
木下真裕
勝又夏海

[ 社員名簿 ]

長谷部健
重永忠
和田昌弥
松本ルキ

山本英輔
嶋瀬徹
鈴木寛
青木信之

[ 東京／駒沢チーム ]
チーム長：勝又夏海
プロデューサー：高橋一聡
スタッフ：笠原大介、尾又佑介、

内田健太、西野亮子、
丸山寛子、山田英樹、
牧田正恵、栗田礼子、
平井妙子

チーム長：菊地 一郎
スタッフ：高橋眞樹、角洋明、

黒澤亜紀子、廣澤仁、
芝原充、望月洋介

[ 神奈川／鎌倉チーム ]

チーム長：浅井克俊、
新村充

スタッフ：中西浩典、高橋誠、
草野高広、高本昌宏

[ 東京／渋谷チーム ]

チーム長：登坂 亮太
スタッフ：左京泰明、今吉祥子、

倉田旬子

[ 東京／吉祥寺チーム ]
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その３．活動 8

（2005年10月より新設）

（2005年12月より新設）

（2005年12月より新設）



その３．活動

～‘そうじイベント’篇～

定例活動の朝そうじとは別個に、green birdは

「ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！」のメッセージ発信のため

様々なイベントを開催あるいは参加しています。

定期的な活動で得られる認知とはまた異なったアプローチで

活動認知の拡大とプロモーションに努めています。

ここでは、平成17年4月から平成18年3月までに

green birdで行ったイベントと

その活動の様子をご報告したいと思います。

9



その３．活動

○ドッジボール大会＆そうじ(表参道チーム）

4月2日（土）代々木公園にて第1回green birdドッジボール大会
を開きました。
このイベントは、おそうじ活動以外でもみんなと何か交流がした
い、というかねてからの参加者のリクエストに応えて行ったもの
です。当日は、子どもから大人まで一緒になっておもいっきり体
を動かし汗を流しました。また、ドッジボールの後は代々木公園
周辺の清掃活動を行いました。

［ 2005年4月2日 ］

○お花見そうじ大会in駒沢公園（駒沢チーム）

4月3日（日）原宿表参道、下北沢、駒沢チーム初の合体企画と
して、駒沢公園にて駒沢公園そうじを行いました。
当日は、集合時間が8:50とちょっと早めではあったものの約60
名もの人が参加してくれました。
そしておそうじ終了後には、花見宴会スタート！
満開な桜を眺めながら、おそうじの疲れを癒すことができました。
また、各チームに参加している人たちの情報交換の良い場にも
なりました。

［ 2005年4月3日 ］
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○ラクガキバスター大作戦（福岡チーム）

3月20日に「福岡西方沖地震」で大きな被害を受けた大名地区。
150年という由緒あるジョーキュー醤油さんもシンボルの赤レンガ
煙突が壊れ、周りのビルのあちこちにも大きな亀裂が走りました。
こういう時にも世の中には不届きどもがいるもので、地震の
数日後には町中のビルや壁にラクガキが・・
僕たち「greenbird」のパフォマンスメッセージで少しでもそういう
心病んだ行動が減ればということで「消しゴム隊」とジョイントして、
ラクガキ消し及びそうじを行いました。
「震災バージョン」ポストカードも作成して、店舗に設置してまわり
ました。

［ 2005年4月2日 ］

○Earth Day Tokyo 2005（表参道チーム）

4月23,24日と代々木公園で行われた｢Earth Day Tokyo｣に参
加しました。
｢Earth Day｣とは、地球に感謝し、美しい地球を守る意識を共
有する日で1970年から世界的に続いているイベントです。
Green birdは会場内にブースを出展し会場付近の清掃活動や、
会場内で携帯灰皿、ポストカードを配布し『ゴミのポイ捨てカッコ
悪いぜ！』のPR活動を行いました。

［ 2005年4月23,24日 ］



その３．活動

○みどりの日そうじ（表参道チーム）

4月29日は｢みどりの日｣ということで“みどり”つながりでおそう
じイベントを行いました。
当日は｢ガムバスターズ｣の方々にも参加いただき、表参道にこ
びり付いた“ガム”を退治してもらいました。
夏日を記録する暑い日でしたが約80名の参加者と2班に分か
れて表参道を気合を入れておそうじ活動を行いました。

［ 2005年4月29日 ］
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○アースデーフクオカ2005（福岡チーム）

グリーンバードはこのイベントでシンポジウムパネラー（福岡代
表木下）や地球を楽しむライブの開催、ビーチクリーン、ブース
出展を行いました。
2日間のイベントを通し、1人でも多くの人に「地球を大切にしよ
う」という思いを持っていただくことを望んでいます。そして小さ
な芽がやがては大きく花開くように、皆で地球の未来を築いて
行きたいと願っています。

［ 2005年4月23日 ］

［ 2005年5月3日～4日 ］
○第44回博多どんたく（福岡チーム）

ＪＴの“ひろえば街が好きになる”キャンペーンの主旨に賛同し、コラボ
レートパフォーマンスを行いました。
来街者も多いフクオカを代表するイベント「どんたく」で、より多くの市
民の皆様が清掃活動に参加していただき、また触れていただくことで
マナーの大切さを実感し、ゴミやたばこのポイ捨てが減少すること、そ
して地域の環境が美しくなること目的にしました。
2日間総計で6000名もの御参加をいただくことができました。
特に、一般の皆様へのお掃除参加呼びかけについては、いろんな方
と直接コミュニケーションが取れ伝達出来る実感がリアルで楽しかった
です。

○5月で皐月で五月晴れ！日曜そうじ開催！（表参道チーム）

5月15日(日）五月晴れを期待してそうじイベントを計画しました
が、当日は五月晴れとは程遠く午前中は雨がパラつく天気と
なってしいました。が、しかし参加者の数約80名！
おそうじは、参加者を3班に分けて平日のおそうじでは手が届か
ない場所まで足を運び表参道の清掃活動を行いました。

［ 2005年5月25日 ］



その３．活動 12

○玄海さかな祭り（福岡チーム）

どんたくと同様にＪＴとのコラボですが、今度はＧＢが主催です。
「おいしい魚を食べながら、街もキレイにする」というコンセプトのもと、
総計２５名のメンバーにより２日間で約５万人もの
人々が集まる中、呼びかけに応じてそうじに参加してくれた人々は、
２日総計で１５００人超。
新鮮でおいしい魚を食べにきた人たちに、ただイベントを楽しむだけ
ではなく、＋αの楽しみ方を訴求できたと思います。

［ 2005年5月28日～29日 ］

［ 2005年6月5日 ］
○梅雨に負けるな！日曜そうじ（表参道チーム）

6月5日（日）約40名の参加者と表参道と青山方面に分
かれて清掃活動を行いました。
また歩きタバコをしている人に携帯灰皿を配布したりと
清掃活動以外にも『ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！』の
PRを行いました。

○キャンドルナイト（表参道チーム）

6月19日(日）表参道にて電気を消してスローな夜を呼びかける｢100
万人のキャンドルナイト｣が行われました。
green birdは、集合場所である神宮前小学校での行灯作りのお手
伝いや表参道から青山までのパレードのサポートを行いながら参加
しました。
子どもたちが絵を描いた行灯をはじめ、デザイナーが描いた行灯は
参加者のみならず道行く人の気持ちも優しくしているように思われま
した。

［ 2005年6月19日 ］

［ 2005年6月25日 ］
○第2回ドッジボール大会＆そうじ（表参道チーム）

6月25日（土）好評だったドッジボール大会の第2回目を開催し
ました。
当日は、大人も子どもも額に汗を流しながら、夏の暑さを一足
早く満喫。
たっぷり運動した後は、代々木公園から原宿駅までおそうじを
行い、もう一汗かきました。
最後は、タワーレコードさんに頂いたタオルで汗を拭き第3回
ドッジボール大会の再戦を誓いました。



その３．活動 13

○Short Short Film Festival 2005（表参道チーム）

6月30日（木）、“Short Short Film Festival 2005”のスタッフの
皆さんとgreen birdのメンバーとで表参道朝そうじを行いました。

SSFF代表であり、俳優の別所哲也さんにも清掃活動に参加し
て頂き、原宿表参道での活動認知と「ゴミのポイ捨てカッコ悪い
ぜ！」のメッセージ発信にご協力頂きました。

［ 2005年6月30日 ］

○北沢音楽祭（下北沢チーム）

7月9日（土）10日（日）と2日間下北沢にて｢北沢音楽祭｣が行わ
れました。
｢北沢音楽祭｣とは、下北沢に点在するライブハウスと世田谷区、
そして商店街が団結して、街全体で行う音楽のお祭りです。
green birdは、下北沢チームを中心に、パレードに参加したり、
ブースでは『ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！』をPRし、当然清掃
活動も随時行いました。

［ 2005年7月9/10日 ］

［ 2005年7月16/17/18日 ］
○ap bank fes ’05（green bird全体）

7月16日、17日、18日と3日間静岡県つま恋で行われた“ap
bank fes ‘05”にgreen birdはブースを出展し活動のPRを行っ
たり、代表のハセベがトークショウに参加するなどして、大々的
にgreen birdの活動をPR。
会場内は、環境問題などに対する意識の高い人たちが多かっ
たせいか、通常のfesでは考えられないほどキレイで、活動に共
感してくれる人が数多くいました。

○Slow Music Slow Live ‘05 in 池上本門寺
（green bird全体）

7月16日、17日、18日と3日間“Slow Music Slow Live ’04 in 池
上本門寺”に参加し、ゴミのポイ捨て防止の呼びかけと分別活
動を行いました。

ポストカード・ポッケロの配布と缶バッジへの寄付と同時に、ス
テージの休憩時間を使ってgreen birdもステージ上で活動PRと
会場内のマナーアップを訴えるスピーチを行い、「ポイ捨てカッコ
悪いぜ！」の啓蒙活動を行いました。

［ 2005年7月16/17/18日 ］
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○原宿オッシュマンズ20年記念イベント（表参道チーム）

7月24日（日）オッシュマンズ日本第1号店である原宿店が20周
年を迎えることになり、20周年の感謝を込めて、原宿の街をそう
じすることになりました。
green birdは地元の仲間ということで参加し、当日のイベントを
一緒に盛り上げました。

［ 2005年7月24日 ］

［ 2005年7月18日～8月25日 ］
○FUKUOKA打ち水大作戦2005（福岡チーム）

今年も地球温暖化・ヒートアイランド現象を抑えようと
１人１人「楽しむ」気持ちで気軽にできる環境のこと。それが打ち
水です。
男の山笠が終わり、いよいよ夏を本番に向かえ今年もコンク
リートジャングルの都心をおもしろおかしく冷やそうと
全国各地で「打ち水大作戦」が行なわれました。
(http://www.uchimizu.jp/)
ここ福岡ではグリーンバードが主催となり、多くの人に日本古来
の文化である打ち水を、地球環境や街づくりを考える
キッカケとしてメッセージ発信しました。男女ともに浴衣姿で打ち
水をするなど楽しいイベントとなりました。

○nature sound of life（表参道チーム）

8月3日（水）代々木公園野外音楽ステージで行われたイン
ディーズバンドの祭典｢nature sound of life｣に参加しました。
主催者は、｢ゴミのないライブ｣｢環境について興味を持ちたくなる
ライブ｣を目指しているということで、green birdも会場で『ゴミの
ポイ捨てカッコ悪いぜ！』とPR活動と清掃活動を行いました。

［ 2005年8月3日 ］

［ 2005年8月5日 ］
○道の日（福岡チーム）

違法駐輪の数は全国ワースト１位の御面返上をしたい福岡。
グリーンバードでは初めて違法駐輪カッコ悪いのメッセージを発信。
街づくりを担う団体として、福岡の街に生きる人間として、もっと
カッコよく楽しく生きようよ。
そんなメッセージ発信のために違法駐輪にステッカーを貼り、そう
じを行ないました。

その３．活動

http://www.uchimizu.jp/


その３．活動

○逗子海岸ビーチクリーン（green bird全体）

8月7日（日）逗子海岸にてボランティア団体｢Good Day｣の主催
するビーチクリーンに参加協力してきました。
当日は、晴天で海日和となりそんな中総勢約60名もの参加者と
共に海水浴客で賑わうビーチを一斉に約1時間に渡りビーチク
リーンを行いました。

［ 2005年8月7日 ］

○打ち水大作戦2005（表参道チーム）

今年で3回目を迎える｢打ち水大作戦｣に参加しました。
気温を2℃下げよう、という思いを一度に集中させた日は｢全国
いっせい打ち水｣と題して8月10日（水）に行われました。

green birdが参加したのは表参道裏原宿付近。
15時に打ち水がスタートすると道行く人も興味深々で次から次
に参加者も増え、スタートして30分すると気温も1.4℃下げること
ができました。

［ 2005年8月10日 ］
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その３．活動

表参道元氣祭スーパーよさこい2005に際しましては、各
協賛企業の皆様からのご支援を頂いて、協賛企業4社
（日本たばこ産業㈱、㈱NMNL、㈱ナイキ、サントリー㈱）
とgreen birdによるコラボレーションアドカードを作成・配
布し、よりメッセージ性の強いプロモーション活動を行いま
した。

○原宿表参道元氣祭スーパーよさこい2005（green bird全体）

8月27日（土）・28日（日）の2日間、表参道ストリートを中心とした全国各地から集まったよさ
こいチームのパフォーマンス、代々木公園よさこい広場での物産展などが行われました。

期間中、green birdは表参道ストリートの清掃と、協賛社ブース内での出展など、一般来場
者に対しての活動認知及び活動コンセプトの啓発などを通して「ゴミのポイ捨てカッコ悪い
ぜ！」のメッセージ発信を行いました。

［ 2005年8月27/28日 ］

○活動報告

green bird & 協賛４社ブース出展

○green birdブース
・・・「ゴミのポイ捨てはカッコ悪いぜ！」の啓発
及び活動PR活動（ポストカードや缶バッジの
配布。ボードメッセージ掲出etc）

○協賛４社ブース
・・・協賛４社の環境に対する取り組みを紹介
例）日本たばこ産業㈱

仮設ゴミ箱＆灰皿設置 クリーンアップ活動

○仮設ゴミ箱の設置
・・・代々木公園、明治神宮、原宿駅前等
30ヶ所に設置された仮設ゴミ箱にgreen bird
ロゴ入り分別シートを貼付し、ゴミの分別を
促進

○スモーキングマナーエリア設置
・・・明治神宮内、よさこい広場内に合計15ヶ
所の灰皿を設置。定期的に吸殻を交換

○クリーンアップ活動
・・・green birdメンバー、及びボランティア
有志による会場付近のクリーンアップ活動
を実施。東京ヴェルディ1969の2選手ととも
によさこいパレード参加し、地山車での呼
びかけ、来訪者へのポストカード、ポッケロ
を配布
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その３．活動

○第3回富士山清掃体験ツアー（green bird全体）

9月3日（土）、今年で3回目となる｢富士山清掃体験ツアー｣を行いました。
この企画、富士山を世界遺産にするために、世界遺産に指定されない原因の
一つである“ゴミ問題”を少しで解決するために、たまには街を離れて富士山を
キレイにしようとはじまったものです。
今回も大型バスを1台を貸切り約60名と共に富士山の清掃を行いました。

［ 2005年9月3日 ］

○活動報告

富士山五合目清掃活動

○清掃活動
・・・五合目～六合目にかけての富士山登山道の清掃活動。
上に行けば行くほどゴミは少なく、全体的に昨年よりキレイ。
それでも、タバコの吸い殻のような小さなゴミがまだまだ多くポイ
捨てされていました。

チャリティオークション

○チャリティオークション
・・・清掃後、著名人の方々のご寄付によるチャリティオークション
を執り行いました。

オークション景品提供者
・秋沢淳子
・大橋マキ
・小宮山雄飛
・GAKU-MC
・東京ヴェルディ1969
・春畑道哉（TUBE）
・原宿表参道欅会 他多数

［ 2005年9月2日～4日 ］
○サンセットライブ2005（福岡チーム）

海と音楽を愛する人たちが集まる年に１度のビッグイベント。
音楽を楽しみ地球も大切にする、それがグリーンバードスタイ
ル！
夕日のキレイな海をずっと大切にしていこう、というコンセプトで
始まったサンセットライブ。
糸島半島の隅っこで全国各地から何万人もの人が訪れ、音楽に
酔いしれます。
グリーンバードはそんな「音楽」と「海」を愛する人たちにもメッ
セージを伝えるため、マナーアップを呼びかけるため
ポッケロ配布をしたり、会場をそうじしたりと「音楽」を楽しむだけ
のイベントではなく、海も心もきれいにして
その瞬間を楽しむ演出を行ないました。参加者は皆大満足で充
実した３日間でした。
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その３．活動

○コソボの子どもたちと国際交流そうじ（表参道チーム）

コソボから東京や広島などで交流会やワークショップを通じて、
子どもたちが国際社会に目を向けることを目的としてコソボの
子どもたちが来日しました。
そして、その交流のひとつとして9月23日（金・祝）にコソボの
子どもたちとgreen birdとで代々木公園をそうじしました。

そうじ終了後は｢春の小川プレイパーク｣で植樹祭を行い、原
宿少年少女合唱団の子どもたちが歌を歌い、そのお礼にコソ
ボの子どもたちも国歌などを歌ってくれました。

［ 2005年9月23日 ］

○鎌倉チームオープニング イベント（鎌倉チーム）

10月2日（日）、green birdに新しい仲間として｢鎌倉チーム｣が誕生しました。
当日は、午前中に“街そうじ”、午後には“海そうじ”。そして夜には、ジェリー・ロペスさん
を迎えてトークショーと｢ガイヤシンフォニー｣の映画上映を行いました。
参加者は、午前午後を通じて100名を超え、参加者全員で鎌倉チームのオープニングを
盛り上げました。

［ 2005年10月2日 ］

○活動報告

街そうじ編

○鶴岡八幡宮から由比ガ浜までを結ぶ
1820ｍの若宮大路を中心に約1時間の
清掃活動。

海そうじ編 トークショー＆映画上映

○由比ガ浜を中心にビーチクリーン。
天候にも恵まれ、大勢の参加者と汗をか
いた。

○サーフィンの神様“ジェリー・ロペス”さん
を迎えてトークショー＆映画上映会を
行った。

18



その３．活動

［ 2005年10月2日 ］
○日本サムスン㈱ボランティア月間（green bird全体）

日本サムスン㈱は、今年からボランティア月間を設け、
各部署ごとに様々なボランティア活動を行うことになり
ました。
そして、10月2日のサムスンオリジナル企画のそうじイ
ベントをはじめ、数回にわたり表参道や駒沢などの通
常そうじ活動に参加してくれました。

［ 2005年10月2日 ］
○THE GREENROOM FESTIVAL（green bird全体）

日本を代表するサーフミュージシャンである
KEISON/Caravan/Magnoliaが中心となって全国を回っ
たツアーのファイナルとして、10月2日新木場STUDIO 
COASTにてイベントを行いました。
green birdは、その会場にてゴミの分別を促すお手伝い
とブースにて『ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！』
のPR活動を行いました。

○フェスタはらじゅく2005（表参道チーム）

10月15日（土）、渋谷区立神宮前小学校で
行われたフェスタはらじゅく2005に参加
しました。
フェスタはらじゅくは渋谷区の地域活性
化事業の一環で、green birdはブースを
出展し環境エコクイズを行いました。

［ 2005年10月15日 ］

［ 2005年10月22日～23日 ］
○ミュージックシティ天神2005（福岡チーム）

音楽の街・文化の街である「福岡」。そんな福岡の中心地
「天神」で
街を楽しくするイベントにグリーンバードも参加しました。
２００５年のミュージックシティ天神では、福岡市役所前広場
と警固公園の２箇所にブースを設置。
ここでもグリーンバードは「ポイ捨てはカッコ悪い」のメッセー
ジ発信とともに、市役所前広場で受け取ったゴミ袋に
ゴミを拾って警固公園まで持っていくとノベルティグッズプレ
ゼントという参加型の楽しめる企画をJTさんと行ないました。
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その３．活動

○ダブルヘダー 午後の部
ハローハロウィンパンプキンパレード2005
（green bird全体）

ダブルヘッダー午後の部は、毎年恒例となったハロウィ
ンパンプキンパレードでパレード最後尾につき清掃活
動と携帯灰皿やポストカードを配布し『ゴミのポイ捨て
カッコ悪いぜ！』のPR活動を行いました。
パレードは約1時間で終了しましたが、green birdはそ
の後、青山方面と原宿方面の２班に分かれて、もう１ラ
ウンド表参道の清掃活動を行いました。

［ 2005年10月30日 ］
○ダブルヘッター 午前の部
代々木公園そうじ（表参道チーム）

10月30日（日）、green birdは午前、午後とダブルヘッ
ダーでおそうじイベントを行いました。
午前の部は、兄弟NPOgentle oneと共に代々木公園
にておそうじ活動を行いました。
当日は初参加の方々が多数集まり約100名近い人た
ちが参加しました。

［ 2005年10月31日 ］
○笹塚小学校 特別授業（green bird全体）

10月31日、渋谷区立笹塚小学校にて5年生と6年生に
特別授業として『ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！』という
内容の授業をしました。
途中、クイズなども交え子どもたちが楽しく、そして分か
りやすい授業を行うことができました。
また給食を一緒に食べたり、休み時間に一緒に遊ぶな
どして楽しく交流をしました。

20



その３．活動

○渋谷区民フェスティバル （green bird全体）

11月2日、3日と2日間green birdは渋谷区民フェスティバルに参加しました。
会場となった代々木公園では、清掃活動はもちろんのことポッケロやポストカードの配布、
ゴミの分別の呼びかけなどを行いました。

またgreen birdのブース内では、一般来場者に対しての活動認知及び活動コンセプトの啓
発などを通して「ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！」のメッセージ発信を行いました。

［ 2005年11月3日、4日 ］

○活動報告

クリーンアップ活動

○クリーンアップ活動
・・・green birdメンバー、及びボランティア
有志により、会場内のクリーンアップ活動。
同時にポストカード・ポッケロの配布など、
認知度アップのための活動も実施

［ 2005年11月5日 ］

○green birdブース
・・・「ゴミのポイ捨てはカッコ悪いぜ！」の啓発
及び活動PR活動（ポストカードや缶バッジ
の配布。ボードメッセージ掲出etc）

仮設ゴミ箱＆灰皿設置

○仮設ゴミ箱の設置
・・・代々木公園内に設置された仮設ゴミ箱に
green birdロゴ入り分別シートを貼付し、
ゴミの分別を促進

○スモーキングマナーエリア設置
・・・代々木公園内に灰皿を設置。定期的に
吸殻を交換

○首都大学学園祭
（green bird全体）

11月15日、首都大学の学園
祭にて、大学構内にて清掃活
動及び『ゴミのポイ捨てカッコ
悪いぜ！』のＰＲ活動を行いま
した。

○早稲田大学学園祭（green bird全体）

［ 2005年11月5日 ］

green bird代表ハセベ、ミュージシャ

ンの曽我部恵一さん、キセルのお二
人との環境についてのトークセッショ
ン。堅苦しい講義形式ではなく、green 
birdのコンセプトにもマッチした、気軽

に取り組める環境活動など、終始リ
ラックス、ゆるやかムードで行われま
した。
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その３．活動

○｢第2回リサイクル課外授業｣
渋谷区立笹塚小学校の5,6年生とサントリー武蔵野ビール工場に社会科見学
（green bird全体）

今回で2回目となるリサイクル課外授業。
今年は渋谷区立笹塚小学校の5,6年生と共に｢ゴミゼロ工場｣として知られるサ
ントリー武蔵野ビール工場へ、副産物・廃棄物の再資源化100%に取り組む積
極的な環境への取り組みを中心に社会科見学を行いました。

［ 2005年11月8日 ］

［ 2005年11月23日 ］

○毎日がアースデーフェア（表参道チーム）

11月23日（水・祝）原宿にあるKDDI DESIGNING 
STUDIOで行われた｢毎日がアースデーフェア｣の一環
としておそうじ活動を行いました。

そして、清掃活動後夕方からは環境トークライブが行
われgreen bird代表のハセベも参加しました。

○警固カフェ＆年末大そうじ（福岡チーム）

天神のクリスマスへ行こう２００５の企画でイルミネーションがキレイ
な警固公園カフェオットーさんとグリーンバードもオープンカフェを出
しました。
We Love 天神協議会による社会実験のイベントのひとつ「天神の
クリスマスへ行こう２００５」により夜のイルミネーションがキレイな警
固公園の一角にグリーンバードカフェが登場！
ソラリア２Fのカフェオットーさんと共同での期間限定の出店で、冷
たい風に負けない暖かい飲み物とキレイな街は人の心もキレイに
するメッセージを届けました。

「天神のクリスマスへ行こう！」を締めくくる２５日クリスマスの日。
年越し準備もままならない天神地区をグリーンバードはおそうじしま
した。警固公園のイルミネーションもラストとあって、天神の人出も
多く、緑のビブスを着た集団は人ごみにまぎれて無事２００５年の活
動を終えました。

［ 2005年11月12日～12月25日 ］
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その３．活動

［ 2005年12月3日］
○吉祥寺チームオープニング イベント（吉祥寺チーム）

12月3日（土）、green bird吉祥寺チームがスタートしました。
当日は、午前中に集合場所である井の頭公園をスタートし約2時間吉祥寺の街の清掃活動
を行いました。今回は武蔵野市役所に全面協力していただき、ゴミ収集車の手配から、ゴミ
の分別の指導までご協力いただきました。
そして午後から、ライブハウスにて吉祥寺チーム代表とGAKU-MCによるライブでオープニ
ングイベントを盛り上げました。

そうじ編

○井の頭公園を出発して吉祥寺駅の
周辺を重点的にクリーンアップ。

ライブ編

○green bird代表、吉祥寺チーム代表、GAKU-MCによるトーク
ショー＆ライブイベント。吉祥寺らしいオープニングイベントになった。

［ 2005年12月17日］

○green bird渋谷チーム 1発目そうじ（渋谷チーム）

12月17日（土）green bird渋谷チームの活動がスタートしました。
このgreen bird渋谷チームは、green birdでははじめての企業と
のコラボレーション。green birdのグンテやゴミ袋でおなじみのタ
ワーレコードと、渋谷ではたらく社長で有名なサイバーエージェン
トから一名ずつの二人のチームリーダーでの活動です。
企業とガッチリとタッグを組んだシブヤチーム、今後の活動がとっ
ても楽しみなチームです。

［ 2005年12月17/18日］

○駒沢イルミネーション2005（駒沢チーム）

12月17,18日と駒沢公園にて行われた｢駒沢イルミネーショ
ン2005｣にgreen birdは初参加しました。
会場では、フリーマーケットやコンサートが行われgreen 
birdはそこにブースを出展し『ゴミのポイ捨てカッコ悪い
ぜ！』のPR活動と駒沢公園の清掃活動を行いました。
また、イルミネーションが点灯され、メインイベントであるクリ
スマスコンサートや抽選会などがはじまると会場内は大変
盛り上がり、green bird駒沢チームの良いPRの場になった
と思います。
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その３．活動

○鎌倉アダプトプログラム（鎌倉チーム）

12月20日｢鎌倉アダプトプログラム｣にgreen birdも参加しました。
｢アダプチプログラム｣とは、親が子どもを大事にするように｢ま
ち｣の世話をする制度です。
今回は、鎌倉市立第一小学校と市立御成小学校の子どもたち
と一緒に鎌倉の若宮大路をそうじしました。

［ 2005年12月20日］

［ 2005年12月23日］
○クリスマス表参道クリーンアップ大作戦2005（表参道チーム）

12月23日（金・祝）今年で3回目となる「クリスマス表参道クリーンアップ
大作戦2005」を行いました。
このイベントには渋谷区立神宮前小学校の生徒や先生、卒業生また彼
らの家族や地元の人などが中心となって参加し、普段の朝そうじではな
かなか手が届かない方面までおそうじを行うと同時にgreen birdのポス
トカードやポッケロ配布などのロモーション活動を行いました。
そしてそうじ終了後には、恒例のクリスマスジャンケン争奪プレゼント大
会を行いました。

［ 2006年1月28日］

○天狗祭り（下北沢チーム）

1月28日（土）green bird下北沢チームの毎年恒例行事であ
る“しもきた天狗祭り”に参加しました。
“しもきた天狗祭り”とは、節分の催しで商店街を天狗を中心
に年女・年男などの行列が豆をまき、列最後尾のgreen bird
はまかれた豆をキレイにして歩きます。
今年で3回目の参加となるgreen birdは、商店街の方々から
感謝の言葉をいただいたり、地元の方々と交流しながら楽し
く清掃活動に励みました。
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その３．活動

［ 2006年3月12日］

○代々木公園そうじ（表参道チーム）

1月2月とイベントが悪天候により中止になってしまったため、
久しぶりの表参道でのイベント。
そんなこともあってか代々木公園には、午前中にもかかわら
ず総勢約80名もの参加者が集合。
そして2班に分かれて代々木公園周辺の清掃活動を行いま
した。

［ 2006年3月18日］
○東京ヴェルディ1969 × green bird 駒沢そうじ
（駒沢チーム）

3月18日（土）駒沢チーム初となるコラボレーションイベント
“東京ヴェルディ1969×green bird駒沢そうじ”を行いました。
当日は試合観戦後、サポーターの方々を交え、陸上競技場
周辺のそうじを予定していましたが、そうじを始めて10分程
度するとあいにく雨がパラつき途中で中止となってしまいまし
た。

［ 2006年3月19日］

○St.パトリックスデー（green bird全体）

表参道恒例行事となった“Ｓｔ．パトリックスデー”。
強風であまり天気の良くない中、参加者約70名。
いつものようにパレード最後尾につき、普段そうじができない
中央分離帯を中心に清掃活動を行いながら、携帯灰皿の配
布を行いました。
また、パレード終了後にはパレード参加者も一緒になり表参
道の歩道中心に清掃活動も行いました。
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その３．活動

～‘メディア’篇～

green birdでは様々なメディアを通して活動訴求のためのプロモーションを展
開しています。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ媒体を始め、公式ホームページ
（http://www.greenbird.jp）での情報公開／メッセージ発信に努めています。デ
ザインは「馬渡陽明」、WEBは「網屋徹」作です。

新聞：『朝日新聞』『読売新聞』『毎日新聞』『東京新聞』『日本消費経済新聞』
雑誌：月間『ソトコト』（代表長谷部による連載）『anan』『SWITCH』『POPEYE』
『an』『ku:nel』『広告』等、上記掲載例以外にも多数
ラジオ： J-WAVE（81.3）「BOOM TOWN」他多数

26
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フリーペーパーリビング福岡

フリーペーパーラ・ポルテ

フリーペーパー・広告Bounce

雑誌・対談ソトコト3月

雑誌・取材ku:nel

新聞・取材Mullion Life（朝日新聞）

雑誌・対談ソトコト2月

雑誌ふくおか経済

雑誌・対談ソトコト1月

新聞・取材共同通信（配信ニュース）＠Tokyo

シティ情報ふくおかFukuoka CLASS

雑誌・対談ソトコト

新聞･取材女性新聞12月

フリーペーパー･取材PLUS

雑誌･取材CONSCIOUS

フリーペーパー･取材shibuya syllabus

雑誌・対談ソトコト11月

雑誌･取材広告

雑誌･取材anan

雑誌･取材エコノミスト

大学新聞･取材campus store

雑誌・対談ソトコト10月

フリーペーパーavanti

新聞日刊スポーツ

求人雑誌an

雑誌・対談ソトコト9月

フリーペーパーEP（西鉄ニュース）

フリーペーパー市政だより

雑誌いいものだけを

新聞･取材東京新聞（朝刊）

雑誌･取材SWITCH

雑誌･取材女性セブン

雑誌・対談ソトコト8月

新聞・広告読売新聞

雑誌･取材Tokyo graffiti

雑誌・対談ソトコト

新聞･取材毎日新聞（朝刊）7月

雑誌・対談ソトコト6月

新聞･取材日本消費経済新聞

雑誌・対談ソトコト5月

雑誌･取材POPEYE特別編集 FILT×POPEYE大人養成BOOK

雑誌・対談ソトコト

フリーペーパー･取材TOKYO@live HEADLINE

フリーペーパー･取材ASIA・PACIFIC4月

備考媒体



その３．活動

～‘街メディア’篇～

ポストカードは、イベント時に配ったり、都内のSHOPラック（約200ヵ所）に展示しています。
また、イラストは「寄藤文平」、コピーは「中村聖子」作です。

［ ポストカード ］

［大型街頭ビジョン ］ ［ 街頭フラッグ ］

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。
放映時間は、場所によって異なりますが長い場所で
9:00～0:00（15時間）、短い場所で10:00～22:00（12
時間）となり、放映回数は、1日に約40回～60回程度と
なっております。

原宿表参道のケヤキ並木でフラッグを掲出しました。
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1口金額：500万/年 （原則として）

：サントリー㈱/1口
日本たばこ産業㈱/1口

［ A寄付金 ］

その３．活動

～‘協賛’‘寄付’篇～
［寄付金 ］

green birdでは、活動運営に充て
る資金を寄付金として頂いてい
ます。
１口５００万円／年の「A寄付金」、
１口５０万円／イベントの「B寄付
金」、１口1万円／年の「C寄付金」
の3枠を設けて募集中です。

［協賛品 ］

green birdでは、活動運営に充てる
品物を協賛品として頂いています。
そうじユニフォームは㈱ナイキ、ゴミ
袋・軍手は㈱NMNL、ドリンクはサン
トリー㈱、ポッケロは日本たばこ産
業㈱、缶バッジは、㈱東北新社から
協賛品としてご提供を受けています。

1口金額：50万/1イベント （原則として）
：日本たばこ産業㈱/13口

（主に原宿スーパーよさこい等への協賛金）
㈱NMNL/6口
商店街振興組合原宿表参道欅会 / 2口

［ B寄付金］

1口金額：1万/年 (原則として）
：㈱コスモコミュニケーションズ/12口
羽渕彰博/3口
滝村仁事務所/2口
瀧雲山 高乗寺/2口
遠藤圭祐/1口
㈱grooves/1口
上越バイシクル協会/1口
PANCHOS（高橋優之）/1口
山川豊/1口
(有)ワン・フラッグ/1口

［ C寄付金］
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その３．活動

～‘総集’篇～

［ 定例そうじ ］

［ そうじイベント ］

延べ約55万人の人たちと接触しました！！

合計 3,641名

[ 配布 ]

合計

547,578枚・個

合計 4,378名
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13938502130////////
渋谷
（2回/月）

9827163916////////
吉祥寺
（2回/月）

13953231417248//////
鎌倉
（3回/月）

36033362331363924562553121
駒沢
（4回/月）

1,1651128081909812891120901059872
福岡天神
（8回～10回/月）

421174616243912505131563148
下北沢
（4回～5回/月）

1,31920317514714674549816881636743
原宿表参道
（12回～13回/月）

合計3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

2,6060003520102222720834387172114福岡

1,772250021230893621121522396273182

原宿表参道/下北沢
/駒沢/鎌倉/
吉祥寺/渋谷

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

//400,000都内約200箇所、福岡約90箇所

10,00030011,400福岡

78,5002,37845,000
東京・神奈川
原宿表参道/下北沢/
駒沢/鎌倉/吉祥寺/渋谷

ポッケロ缶バッチポストカード



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 19,665      14,346      
預金 2,603,698  4,904,046  

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

流動資産合計 2,823,363  5,118,392  
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） 962,480    1,168,274  

固定資産合計 1,068,480  1,274,274  
資産合計 3,891,843  6,392,666  

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

借入金（注記5） 600,000    -             
未払金（注記6） 607,943    -             
預り金 -             15,000      
未払費用 30,701      42,655      

流動負債合計 1,238,644  57,655      
負債合計 1,238,644  57,655      
正味財産 2,653,199  6,335,011  

 当会計年度末
（平成１７年３月３１日）

 当会計年度末
（平成１8年３月３１日）

平成１７年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

その4．第３期収支



特定非営利活動法人 green bird  

Ⅰ 資産の部 Ⅱ 負債の部
１ 流動資産 １ 流動負債

現金預金（注記1） 借入金（注記5） 600,000       -                
現金 19,665        14,346        未払金（注記6） 607,943       -                
預金 2,603,698    4,904,046    預り金 -                15,000        

棚卸資産（注記2） -                -                未払費用 30,701        42,655        
前払費用（注記3） 200,000       200,000       流動負債合計 1,238,644    57,655        

負債合計 1,238,644    57,655        
流動資産合計 2,823,363    5,118,392    Ⅲ 正味財産の部

２ 固定資産 前期繰越正味財産 -356,436     2,653,199

建物附属設備（注記4） 106,000       106,000       当期正味財産増加額 3,009,635 3,681,812    

工具器具備品（注記4） 962,480       1,168,274    正味財産合計 2,653,199 6,335,011    

固定資産合計 1,068,480    1,274,274    
資産合計 3,891,843    6,392,666    負債及び正味財産合計 3,891,843    6,392,666    

      

 当会計年度末
（平成１７年３月３１日）

 当会計年度末
（平成１8年３月３１日）

平成１７年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

（単位：円）

 当会計年度末
（平成１７年３月３１日）

 当会計年度末
（平成１8年３月３１日）

その4．第３期収支



特定非営利活動法人 green bird （単位：円）

Ⅰ 経常収入の部
１ 会費入会金

入会金 -               
年会費 2,442          2,442          

２ 寄付金（注記8） 22,040,634   
３ 補助金 -               
経常収入合計 22,043,076   

Ⅱ 経常支出の部
１ 事業費

イベント出展料・協賛金 2,202,425    
雑費 -               2,202,425    

２ 管理費
役員報酬 -               
給与手当 3,247,560    
外注費（企画/運営） 6,587,863    
外注費（管理） 783,500       
荷造運賃発送費 276,501       
広告宣伝費 345,000       
会議費 141,171       
旅費交通費 229,320       
通信費 700,015       
消耗品費 604,987       
水道光熱費 286,850       
新聞図書資料代 86,655        
支払手数料 33,652        
リース料 172,620       
地代家賃 2,400,000    
雑費 263,145       16,158,839   

経常支出合計 18,361,264   
経常収支差額 3,681,812    

Ⅲ その他資金収支の部
１ 財務収支

役員からの借入金返済による支出 (600,000) (600,000)
２ その他収支

事務所備品購入支出 (205,794) (205,794)
その他資金収支差額 (805,794)
当期資金収支差額 2,876,018
前期繰越資金 2,184,719
次期繰越資金（注記7） 5,060,737

 当会計年度
（平成１7年４月１日から
平成１8年３月３１日まで）

平成１７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３期収支



注記事項 
1. 現金預金

（単位：円）
平成17年3月31日現在
普通預金（UFJ銀行 原宿支店） 2,603,698        

平成18年3月31日現在
普通預金（三菱東京UFJ銀行 原宿支店） 4,904,046        

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 25,092            29,221           
受入数量 400,000          434,000          
配布数量 395,871          456,400          
期末棚卸数量 29,221            6,821             

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 13,500            33,244           
受入数量 28,000            0
配布数量 8,256              2,678             
期末棚卸数量 33,244            30,566           

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 12,500            20,477           
受入数量 40,000            80,000           
配布数量 32,023            88,500           
期末棚卸数量 20,477            11,977           

4）軍手（単位：個）     （株）ＮＭＮＬ
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 -                    700               
今期受入数量 800                2,000             
配布数量 100                1,640             
期末棚卸数量 700                1,060             

5）ゴミ袋（単位：枚）     （株）ＮＭＮＬ
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 5,000              1,800             
受入数量 10,000            28,000           
使用数量 13,200            26,200           
期末棚卸数量 1,800              3,600             

その4．第３期収支



6）Tシャツ（単位：枚）     サントリー（株）
前会計年度 当会計年度

受入数量 100                50                 
配布数量 100                50                 

7)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                 
受入数量 204                265               
配布数量 192                267               
期末棚卸数量 12                  10                 

8)ペットボトルホルダー（単位：個）     サントリー（株）
前会計年度 当会計年度

期首棚卸数量 -                    215               
受入数量 300                0
配布数量 85                  215
期末棚卸数量 215                0

9）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 400                400               
受入数量 0 265               
期末棚卸数量 400                665               

3. 前払費用
（単位：円）

平成17年3月31日現在
平成17年4月分事務所前払家賃 200,000          

平成18年3月31日現在
平成18年4月分事務所前払家賃 200,000          

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 97,255            779,993          
購入 -                    100,275          
売却除却 -                    -                   
減価償却費 10,494            141,419          
期末残高 86,761            738,849          

当会計年度
建物附属設備 工具器具備品

期首残高 86,761            738,849          
購入 -                    205,794          
売却除却 -                    -                   
減価償却費 10,494            163,532          
期末残高 76,267            781,111          
 （法人税法に定める定額法で計算しております。）

その4．第3期収支



5. 借入金
（単位：円）

平成17年3月31日現在
   借 入 先     利率     金額     法人との関係  
  山本 英輔 0% 300,000          理事
  鈴木 寛 0% 300,000          監事

平成18年3月31日現在

 なし

6. 未払金
（単位：円）

平成17年3月31日現在
長谷部 健（理事長） 立替金 607,943          

平成18年3月31日現在
長谷部 健（理事長） 立替金 -                    

7. 資金の範囲
（単位：円）

当特定非営利活動法人において資金の範囲とは、現金預金及び短期借入金を除く
短期金銭債権債務としております。

資金の内訳
現金 14,346            
預金 4,904,046        
前払費用 200,000          
預り金 (15,000)
未払費用 (42,655)
期末資金残高 5,060,737        

その4．第3期収支



8. 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寄付金
サントリー（株） 5,000,000       
日本たばこ産業（株） 5,000,000       

10,000,000     

Ｂ寄付金
日本たばこ産業（株） 6,500,000       
（株）ＮＭＮＬ 3,000,000       
商店街振興組合原宿表参道欅会 1,000,000       

10,500,000     

Ｃ寄付金
（株）コスモコミュニケーションズ 120,000          
羽渕 彰博 30,000           
滝村仁事務所 20,000           
龍雲山 高乗寺 20,000           
遠藤 圭祐 10,000           
（株）grooves 10,000           
上越バイシクル協会 10,000           
ＰＡＮＣＨＯＳ（高橋 優之） 10,000           
山川 豊 10,000           
（有）ワン・フラッグ 10,000           

250,000          

その4．第3期収支



平成18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 bird３期目を
終えることができました。法人となって３年が

過ぎた訳ですが、振り返るとあっという間の出来事のようで、
法人申請をしたことがつい最近のように感じられます。

３期目では鎌倉・吉祥寺・渋谷と３チームが増え、
それぞれの個性を活かしながら、地域の一員として、

活動も段々と安定してきたと思います。

来期もgreen birdらしく、楽しみながら、活動の輪を
広げていきたいと考えています。
初心忘れるべからずで、

ポイ捨てする人が減ることを願い、
世の中にメッセージを発信していきます。

これからも、どうぞよろしくお願いします。


