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　◇足不自由でもペダルに情熱　製作・デザイン、２人の協力受け

　「足が不自由でも気軽に乗れる自転車を作りたい」。４年前の自転車事故で車椅子生活と

なった狭山市入間川４の町田敦志さん（３４）の熱い思いに溶接業者とデザイナーが賛同し、手

でこぐ３輪自転車「ハンドサイクル」が完成した。２７日までさいたまスーパーアリーナ（さいた

ま市中央区）で開催中の「彩の国ビジネスアリーナ２０１１」で展示されている。【飼手勇介】

　町田さんは０７年２月、スポーツタイプの自転車で街路樹に衝突して首の骨を折り両手足が

まひ状態となった。「青春のすべてだった」という自転車に乗る生活を失った。大学時代には自

転車でフランスを１周し、仕事は自転車関連の記事を書くライターだった。

　競技用ハンドサイクルは海外で既に販売されていたが、車高が低くあおむけに倒れるように

運転するデザインで、一人で乗り降りするのは困難。町田さんは、理想の車体を図面化して約

３０社に製作を持ちかけたが「複雑すぎる」と断られ続けた。

　その情熱に心を動かされたのが宇賀神（うがじん）溶接工業所（朝霞市）社長、宇賀神一弘さ

ん（４１）だった。「『あなたの技術ならできるんです』と何度も言われ、もの作りにかかわる者と

して熱くなった」と振り返る。知人だったデザイナーの柴田映司さん（４３）の協力も得て、約１０

カ月をかけ昨年１１月に完成させた。

　ハンドルを両手で回してこぐ。握力の弱い町田さんも操作可能で、変速ギアは９~１８段階、

３輪すべてにブレーキを付け安全に配慮。車椅子のように数センチの段差や歩道のわずかな

傾斜に悩まされることはないという。

　４月に発売開始予定で、７０万円前後の価格を検討中。町田さんは「これに乗ると障害を忘れ

て特別な時間を過ごせる。春には自宅近くの河川敷のサイクリングロードを目いっぱい走りた

い」と話した。問い合わせは宇賀神溶接工業所（電話０４８・４８６・２７２０）。

１月２７日朝刊

【関連記事】

交通切符：ブレーキなし自転車で罰金　福岡の男性 

埼玉県春日部市：「自転車がすれ違えない」自転車道とは 

自転車事故：７割が交差点で発生　歩道走行、車の死角に 

障害者自転車：プロアマコンビでメダル目指す　アジア大会 

自転車：安全も売る店　東京・練馬の１０店主「資格」取得 
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＜ハンドサイクル＞手でこぐ３輪自転車完成　さいたま （毎日新聞） 27日(木)7時6分
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40代、年収1000万円へ転職40代、年収1000万円へ転職 www.bizreach.jp

転職ならリクルートエージェント転職ならリクルートエージェント www.r-agent.co.jp

★大学受験準備を始めるなら★★大学受験準備を始めるなら★ www.benesse.co.jp

液体吐出装置・シリンジポンプ液体吐出装置・シリンジポンプ www.chibit.com

インタレストマッチ - 広告の掲載について

ソーシャルブックマークへ投稿 ソーシャルブックマークへ投稿 0件0件

関連トピックス関連トピックス

前の記事：前の記事：

次の記事：次の記事：

Ｚ会のＴＯＥＩＣスコアＵＰ対策Ｚ会のＴＯＥＩＣスコアＵＰ対策 www.zkai.co.jp

インタレストマッチ - 広告の掲載について

Y！ショップでバカ売れ／聞くだけで短期習得。時事ニュースも学べる

ヘッドハントで年収アップ！国内最大級ハイクラス転職【登録無料】

不況でも勝ち組の転職！20万人が転職を実現／リクルートエージェント

【進研ゼミ⇒高1・2生に】入試対策スタート問題集を全員プレゼント！

液体ディスペンサ、シリンジポンプ完全オーダーメイド製作いたします。

（ソーシャルブックマークとは ）

交通事故 自転車事故と運転マナー

主なニュースサイトで 主なニュースサイトで 自転車の話題自転車の話題 の記事を読む の記事を読む

この記事を読んでいる人はこんな記事も読んでいますこの記事を読んでいる人はこんな記事も読んでいます

かやぶきの里幻想、小かまくらに雪灯廊 （読売新聞） 1月29日(土)21時39分

かやぶきの里幻想、小かまくらに雪灯廊 （読売新聞） 1月29日(土)21時39分

小学校女性教諭、万引きで逮捕＝スーパーで食料品14点̶兵庫県警（時事通信） 1月30日(日)20時33分

「イジメひどい」商店トイレの落書きから発覚 （読売新聞） 1月27日(木)12時57分

雪の里、柔らかな光　美山でライトアップ （京都新聞） 1月29日(土)22時59分

みんなの感想みんなの感想

みんなの感想（話題ランキング）みんなの感想（話題ランキング）

坪田譲治文学賞：志木の佐川さん受賞　「おれのおばさん」　／埼玉（毎日新聞） 27日(木)10時59分

１８歳未満対象犯罪：検挙４０９人　１０年、０４年以降最悪　／埼玉（毎日新聞） 27日(木)10時59分

驚異のスコアアップ実績、レベルに合わせて確実な対策を！≪資料請求≫

PR

コメント みんなの感想

ソーシャルブックマーク ブロガー注目

PR

北海道北海道 北海道

東北東北 青森｜岩手｜宮城｜秋田｜山形｜福島

関東関東 東京｜神奈川｜埼玉｜千葉｜茨城｜

栃木｜群馬｜山梨

信越信越 新潟｜長野

北陸北陸 富山｜石川｜福井

東海東海 愛知｜岐阜｜静岡｜三重

近畿近畿 大阪｜兵庫｜京都｜滋賀｜奈良｜和歌山

中国中国 鳥取｜島根｜岡山｜広島｜山口

四国四国 徳島｜香川｜愛媛｜高知

九州九州 福岡｜佐賀｜長崎｜熊本｜大分｜宮崎｜

鹿児島

沖縄沖縄 沖縄

場・讃岐の食べ方提案　／北海道 （みんな

の経済新聞ネットワーク） 1月31日 12時24分

1位~20位1位~20位

他のランキングを見る他のランキングを見る

注目の商品・サービス注目の商品・サービス

ケータイの月額基本料金を390円にする秘策

地域主要ニュース地域主要ニュース

AKB48秋元才加さんらのラジオ番組
を映像化－バレンタインに発売へ　／
東京（みんなの経済新聞ネットワー

ク）17時30分

尾谷君（田辺東部）が西日本大会へ　小学生将棋

名人戦 （紀伊民報）17時1分

多言語サイト「アジアンビート」、「ヱヴァンゲリヲン

新劇場版」制服を販売へ　／福岡 （みんなの経

済新聞ネットワーク）16時2分

児童ポルノ所持を禁止　京都府、廃棄命令条例化
へ（京都新聞）15時39分

松坂屋で「ショコラプロムナード」－縁結び「さくらパ

ンダ神社」も登場へ　／愛知 （みんなの経済新

聞ネットワーク）15時28分

「あたご断罪ありき」、無罪主張の弁護側が検察の
捜査批判/横浜地裁（カナロコ）19時0分

地域ニュース地域ニュース

都道府県から選ぶ都道府県から選ぶ

恋と受験の両立方法なら、ココ！恋と受験の両立方法なら、ココ！
青山学院志望者が知って得する情報満載！これを読め
ば偏差値も上がる？
www.ucul.tv

転職サイトはエンジャパン転職サイトはエンジャパン
豊富な求人情報数、転職のプロによる無料サポートで、
転職成功者続出！
employment.en-japan.com

≪ＥＩＺＯ≫のナナオ 公式直販≪ＥＩＺＯ≫のナナオ 公式直販
高品質液晶モニター、液晶テレビの購入ならEIZOダイレ
クトへ！
direct.eizo.co.jp

家庭教師は学参オンライン東京家庭教師は学参オンライン東京
中学受験・高校受験・大学・医学部受験。プロから厳選学
生。まず体験を
gakusan.net

研究機関専門ホームページ制作研究機関専門ホームページ制作
大学・研究所など研究機関専門ホームページ制作。10
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