
 

2017 Beneficiary Organisations 

NPO Angel Support Centre 

Angel Support Centre supports youth from orphanages and foster families in order to help 

them live healthy independent lives. They offer training programs for high school students to 

learn those important life skills necessary to integrate into the broader society. 

NPO eboard 

The goal of eboard is to create a society where no one is left behind in learning by providing 

free online learning service platform called “eboard.“ 

End-of-Life Care Association of Japan 

Against the backdrop of a declining birth rate and aging society, End-of-Life Care Association 

of Japan helps raise awareness and provides caregiver training related to end of life care. In 

the past two years, they have fostered over 2,000 personnel.  

NPO Minna no Kotoba 

Minna no Kotoba focuses on delivering classical music concerts for pre-school aged children. 

They produce an interactive program, called "Everyone's Concert," with live music by 

professional musicians at kindergartens or nursery schools in order to nourish their sensibility. 

NPO pulusualuha 

Using picture books as the main communication tools, pulusualuha supports families and 

children facing challenges where the parents are patients with mental disabilities such as 

depression and schizophrenia. 

NPO 3keys 

3keys supports children and youth, who have left school or their orphanage and lost 

institutional support, by providing educational support and counselling.  

Tsukuroi Tokyo Fund 

By applying the ‘Housing first’ approach to ending homelessness, Tsukuroi Tokyo Fund helps 

support homeless people by trying to quickly move them into independent housing when they 

have no other place to go. 

NPO UPTREE 

UPTREE helps support those people tasked with caring for family members. They mainly 

provide community places for these caregivers to stay and interact with others in the same 

situation. 
 
FIT For Charity is dedicated to supporting non-profit community organisations serving important, but not necessarily well-recognised needs, 
with limited fundraising capabilities. Supported charities that represent this principle are chosen from organisations in the Kanto area. Funds are 
divided equally among them. As a non-standing organisation, FIT prefers to support community organisations on a one-year basis. By doing so, 
FIT can vary the organisations and therefore support a wide range of causes. 
 
Because all members of the FIT For Charity Organising Committee are themselves unpaid volunteers, and because almost all of the elements 
needed to stage the FIT event are donated by companies and their employees, the community organisations supported by FIT receive 
approximately 90% of the total funds collected. 



 

2017 年支援先団体 

特定非営利活動法人エンジェルサポートセンター 

児童養護施設や里親家庭からの自立を目指す若者の支援活動を行っています。自立を控えた高

校生を対象に社会生活知識を学ぶ機会を全国で提供しています。 

NPO 法人 eboard  

学びをあきらめない社会の実現をミッションに、無料学習サイト「eboard」を活用した学習支援を展

開しています。 

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会 

超高齢少子化多死社会において看取りに関わる人材の育成と普及啓発活動を行っています。過

去 2 年間に 2,000 人を育成した実績を持っています。 

特定非営利活動法人みんなのことば 

未就学児を対象にクラシック音楽を提供しています。プロの音楽家による参加型プログラム「みん

なのコンサート」を幼稚園や保育園で実施し、子どもたちの心を育てる活動を行っています。 

特定非営利活動法人ぷるすあるは 

絵本等を介した、精神障がいを抱えた親とその子どもの支援活動や社会啓発活動を行っていま

す。 

特定非営利活動法人 3keys  

学校や施設から離れ孤立している子どもたちのために学習支援や相談支援などの 3 事業を行っ

ています。 

一般社団法人つくろい東京ファンド 

生活困窮者の支援において住宅の確保を最優先にする「ハウジングファースト」の理念に基づき、

空き家を活用した居住支援を行っています。 

NPO 法人 UPTREE  

介護者の居場所づくりを中心に、家族を介護している人々を支援しています。 

 
FIT は、地域に密着した意義ある活動を行いながらも、認知度などの問題により、十分な活動資金を確保することができない団体を支援します。支援先団

体は、関東において、FIT の理念に沿った地域活動を行っている非営利団体の中から選出され、寄付金は各支援先団体に均等額で贈呈されます。また、

FIT が常設組織ではないことに鑑みて、支援先団体は年度ごとに見直すことにより、さまざまな活動を行っている団体を支援対象とすることが可能となり、

FIT が基盤とする地域社会における幅広い活動を支援しております。 
 
FIT では、集められた寄付金および協賛金等の約 90%を、支援先団体へ寄付しています。これは、FIT チャリティ・ラン実行委員会が有志による無償の奉

仕活動によって運営されていることや、イベントの運営ならびに実施に必要となる資金および物資の多くが企業からの寄付によって賄われているからです。 


