
 
 
 

～ Genesis of entertainment ～ 
 
私達ジェネシスは、娯楽を通じて障害のある人とない人「共通の生きがいづくり」を目的に活動を 

行っている民間の市民活動グループです。 

 

【設 立】－平成９年９月５日 

【団体構成】－スタッフ４名 ／運営メンバー１０名 会員 ８０名（１０代～７０代） 

【活動主旨】－娯楽やスポーツを通じて、障害のある人とない人が共有できる社会参加の 

場を拡充するとともに、自然な触れ合いの中から相互の理解を深め合 

い、尊重し合える社会を構築していくことを目的とする。 

【事 務 局】－〒542-0065 大阪市中央区中寺 1-1-54 

（福）大阪府社会福祉協議会 大阪府ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動センター内 

              TEL:06-6762-9631 FAX:06-6762-9679 ジェネシス：090-4030-9540  

http://www.genesis-art.com  E-mail／genesis@genesis-art.com 
 
 
 

■車いすダンス普及活動■ 

車いすダンスは、社交ダンスの分野では障害のある人とない人で踊るダンスと障害のある人 

同士のダンススタイルがあり、パラリンピックの正式競技種目にもなっています。 

私達の車いすダンス活動ではダンス教室、講習会の開催と各催事での車いすダンスの披露、

1年に 1回車いすダンス公演の自主開催などを行っています。 
 
■講師派遣活動■ 

教育機関から一般、企業研修会まで、障害のある人のお話と車いすダンスや各種体験を含め

た講演会、ボランティア人権講座等を提案し、 障害とは？障害のある人達とどう関ればい

いのか？また障害のある人とない人の講話では仲間とは？を一緒に考える時間を創ってい

ます。 

 
■車いすダンス公演の開催■ 

車いすダンスなど文化芸術活動を通じて、障がいのある人の新しい就労を創出することを目

標に、車いすダンス芸術鑑賞公演を開催しています 

 
＜会員＆支援者募集＞ 

私達は上記活動を様々な人々との関わりによって、築いていきたいと考えております。 

随時会員、活動への参加支援者を募集しています。 

・一般会員：個人 年間 3000円（1ヵ月 250円） 
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＜事務局＆車いすダンス教室会場＞ 

地下鉄谷町線谷町６丁目駅下車４番出口出

て天王寺方面へ 500M→谷町７丁目交差点を

右折 100M→左側茶色の建物 

（大阪社会福祉指導センター内） 

※車いすダンス教室は祝日を除く、毎月第 1～第 4

火曜日 18:30～地下１階にて開催 

（見学自由） 

■郵便振込口座 ：店名店番 418 普通 94278351 名義：ジェネシス 
※ゆうちょ銀行からのお振込みの場合は、記号 14180 番号 94278351 名義ジェネシス 
■銀行振込口座 ：三菱東京 UFJ 銀行 大東支店 普通 4654080 

名義 ジェネシスオブエンターテイメント 代表坪田建一 

 



 

 

「夢と元気を伝える仕事」 

楽しむ喜びから、創る喜び、そして伝える喜びへ 

 

ジェネシスオブエンターテイメントでは学校講演会ほか車いすダンス公演を開催し、文化芸術活動から 

障害のある人が、車いすダンスを「生きがい」から、自分で生活を支えるための「職業」へとしていくこ

とを目指しています。 

 

当会の活動は前例がない為、国、行政からは運営の基盤になる補助金はありません。 

設立当初より運営は事業を中心として、イベントでの車いすダンス出演や講師派遣、寄付金によって継続

し、そこで得た資金を、仲間たちの中で就労困難な障害のある人たちのダンス費用などの支援に充てたり

しています。 

私たちが描く未来は、障害のある人が車いすダンスなど芸術文化活動を通じて楽しめる場所があり、そ

の場所の創り手となり、近い将来、「職業」として、社会の人々に対し元気や活力の伝え手となっていく

ことです。 

障害のある人の中には、社会や人々の幸せに対して溢れるほどの情熱や願いを持つ人も多くいて、その

想いは障害のない人と何ら変わりはありません。 

具体的には以下にご協力、ご協働の内容を記載させて頂きますが、障害のある人が職業として活躍でき

る環境を、社会の色々な立場の方々と一緒に創っていけたらと願っています。 

皆さまのご協力とご参加をくださいます様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

＜お仕事のご依頼、随時ご協力をお願いしている内容＞ 

・講師派遣（講演会、人権・ボランティア講座など） 

・イベントなどでの車いすダンス出演、車いすダンス芸術鑑賞公演の開催 

・車いすダンス公演へのご支援（ホールなどでの開催、協賛、ダンス練習会場の提供など） 

＜当会の活動へ継続してご支援をくださっている団体＞ 

サントリー労働組合・サントリー食品インターナショナル労働組合・サントリービバレッジサービス労働組合 

 

 
 

私達ジェネシスは、人にとっての娯楽をとは？をテーマに、現在ま
で障害福祉の分野では、比較的重点のおかれる事の少なかったスポ
ーツ・文化活動を通じて、障害のない人との理解を深め合い、障害
のある人の生活空間の拡充を図ることで、障害のある人とない人
「共通の生きがい｣を創造して行くことを目的に活動を行っている
市民活動団体です。 
名前の由来は、ジェネシス（起源）・エンターテイメント（娯楽）
を意味し、ダンスエンターテイメントはもちろん！出会えた人たち
が障害のある人とない人の生きがい創りの主体になるという願い
も含めた意味もあります。 
１９９７年より障害のある人とない人で活動を開始。 
障害のある人とない人がペアとなり様々なジャルンルのダンスを
踊る「車いすダンス」を主軸として、言葉では伝えきれない 

「娯楽」をテーマにした特別でない福祉を通じて、みんなが人として輝くことを目指して活動を展開。 
現在は、障害のあるメンバーとないメンバーが日々の活動から感じる自分の生き方とこれからの社会との関

係を提案する講師派遣を通じて、同じ時を生きる人達へ言葉と表現での「福祉文化」を伝えています。 
スタッフ５名、運営会員１０名 会員１０代～７０代の約６０名で構成。 

・１９９９年 １月 読売新聞社（財）読売光と愛の事業団より「第１９回福祉活動奨励賞」を受賞。 

・２００６年１１月 大阪府草の根人権活動奨励賞を受賞。 

・２００７年１１月 第 33 回産経市民の社会福祉賞を受賞。 

・２００８年メンバーが車いすダンス世界選手権大会に日本代表で出場 ベスト 17 位入り。 

  同年 障害のある人とない人の芸術文化活動での就労へ向けて車いすダンス有料公演を開催する。 

・２０１０年５月 第 4回大阪商工信用金庫社会福祉賞奨励賞を受賞。 

・２０１４年３月 書籍「風の HEROES―車いすダンスの軌跡」を星湖舎より出版 

同年１０月 メンバーがインチョンアジアパラ競技大会 車いすダンスの部に日本代表として出場 

・２０１５年現在、車いすダンススポーツ全日本選手権優勝兼世界選手権大会 8位の選手を輩出している。 

※詳しい活動の沿革は、当会ホームページをご覧ください。http://www.genesis‐art.com/ 

 



 

ジェネシスオブエンターテイメント活動の沿革 

活動の沿革と主な車いすダンス出演ほか（抜粋） 

1997年 
障害のある人の生きがい創りを通じて誰もが生きいきと暮らせる社会づくりを目指して設立 

第 33回全国身体障害者スポーツ大会 ふれあいステージ（門真・長居） 

1998年 
大阪府下地域を中心に車いすダンス普及（教室）・障害のある人のモータースポーツの普及・人権、福祉、ボランティ

ア等の分野にて講師派遣を開始する 

1999年 
読売新聞大阪本社（財）読売光と愛の事業団より第 19 回福祉活動奨励賞を受賞 

総務庁 99’国際高齢者年記念懇談会  車いすダンスの府下地域住民主体による普及を開始 

2000年 
第 13回全国健康福祉際｢ねんりんピック大阪｣開会式（大阪ドーム） 

教育機関・行政機関を中心に講師派遣が年間 100ヶ所になる 

2001年 
第 3回東アジア競技大会開会式（大阪ドーム）/第 1回障害者芸術･文化祭大阪大会閉会式（堺市） 

ダンスデモ、講演による活動の享受者が 20万人を越える モータースポーツ活動を発展的に停止 

2002年 
第 71回全国民生委員・児童委員大会開会式（大阪国際会議場） 

設立より講師派遣などによって、大阪を中心に延べ７市での車いすダンス教室開設に協力する 

2003年 
車いすダンス活動のスポーツ･芸術の可能性へ向け、ジャズ・創作ダンスの練習を開始 

車いすダンスのスポーツ競技性を高める為のスキルアップ講座を開始 

2004年 
会員メンバーによる車いす社交ダンス競技大会への出場 ジャズダンス教室を開始 

会員メンバーによる運営への参加システムを新設する 

2005年 
大阪府授産事業振興センター「大阪府授産製品コンペティション表彰式」ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾃﾞﾓ(ﾏｲｶﾙ茨木) 

第 26回人権・同和問題企業啓発講座（大阪厚生年金会館大ホール） 

2006年 

第 1回車いすダンス発表会「natural」を開催  2006年度 大阪府草の根人権活動奨励賞を受賞 

中核メンバーが第 5回全日本車いすダンススポーツ選手権大会競技会 ラテンダンス部門で優勝 

一般市民を対象に車いすダンスボランティア入門講座と車いすダンス指導者養成講座を開催 

車いすダンス運営委員を会員で組織し、より市民が運営へ参画できる体制を創る 

2007年 

第 2回車いすダンス発表会「Here I am」を開催  第 33回産経市民の社会福祉賞を受賞 

中核メンバーが東京グランプリクラスⅠラテンダンス部門で優勝（国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ） 

中核メンバーが第 5回車いすダンスアジアオープン（台湾）にてラテンダンス部門で 3位入賞 

2008年 

第 3回車いすダンス公演「Begin with One Heart」を芸術鑑賞公演として開始（大阪人権博物館主催） 

中核メンバーが第 8回車いすダンス上信越グランプリクラスⅡラテン部門にて優勝 

中核メンバーが第 6回車いすダンスアジアオープン（台湾）にてラテンダンス部門にて優勝 

中核メンバーが第 7回全日本車いすダンススポーツ選手権大会 ラテンアメリカン部門（五種目）クラスⅡにて優勝 

中核メンバーが東京グランプリラテンアメリカン 二種目 デュオスタイル部門にて優勝 

TV大阪「ボランティア 21」にテレビ出演  読売新聞社「読売ザ KANSAI」にテレビ出演 

2009年 

第 4回車いすダンス公演「-GIFT-」を開催 

2008年度大阪府市長村会企画大阪府人権啓発 DVD「一人ひとりの世界人権宣言-障害者の権利を考える」に出演 

中心メンバーが 2009HKWDSA 杯 北京国際車いすダンススポーツ競技大会優勝 

中核メンバーが第 8回全日本車いすダンススポーツ選手権大会 ラテンアメリカン部門（五種目）クラスⅡにて優勝 

2010年 

第 5回車いすダンス発表会～「カラフルデイズ」を開催 

中心メンバーが橋下徹大阪府知事を表敬訪問する（全日本車いすダンススポーツ選手権大会 2 年連続優勝報告） 

第 4 回大阪商工信用金庫社会福祉賞 奨励賞を受賞 ケーブルテレビ eo光チャンネル「熱き人」にメンバーが出演 

中心メンバーが 2010 スーパージャパンカップ 車いすダンスラテン部門クラスⅡにて優勝 

2010年 11月 車いすダンス世界選手権大会に当会スタッフが日本代表にて出場 クラスⅡラテン世界 8位に入る 

2011年 
第 6回車いすダンス公演～「NEXT TO」を開催 

第 7回車いすダンス公演～「WILL」を開催 中核メンバー複数名が車いすダンススポーツ競技大会各部門にて優勝 

2012年 

第 8回車いすダンス公演～「Brilliance」を開催 

車いすダンス芸術鑑賞公演 西区サロンコンサート「起源」に出演 

NHK テレビぐるっと関西おひるまえにメンバーが出演  

2013年 

第 9回車いすダンス公演～「Runway」を開催  奈良県三郷町文化センターにて初の車いすダンス公演を開催 

中心メンバーが車いすダンス選手権 SOLO クラスⅡ 3 種目ラテン準優勝 

NHK テレビぐるっと関西おひるまえにメンバーが出演  

文化庁 文化芸術による子供の育成事業にて当会の車いすダンス講演会が芸術家の派遣事業にて認定され連携開始 

2014年 

書籍「風の HEROES―車いすダンスの軌跡」を星湖舎より出版 

2014インチョンアジアパラ競技大会へ当会メンバーが日本代表として出場し 5位に入賞 

関西テレビ放送 よーいドン及びスーパーニュースアンカーにメンバーがテレビ出演 

2015年 
当会メンバーが平成 26年度 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会より功労賞を受賞 

関西テレビ放送キャンペーン CMに出演 

 

 
＜ジェネシスの活動が現在までに紹介されたメディア＞ 

ＮＨＫ・ＴＢＳ・毎日放送・関西テレビ放送・テレビ大阪・読売新聞社・朝日新聞社・毎日新聞社・産経新聞社・日本経済新聞社・ 

大阪新聞社・神戸新聞社・ＮＨＫラジオ・毎日放送ラジオ・ＦＭ八尾・ＦＭ守口・明石書店・リクルート・明治図書出版・学習研究社ほか 


