
　仙台バイパスから袋原内手、四郎
丸小学校の北を流れ落合で名取川に
注ぐ。（九ヶ村とは：柳生・前田・袋原・
四郎丸・上余田・下余田・高柳・牛野・
小塚原〈上余田から小塚原は名取市
の部分〉）

１ 九ヶ村堀

　曹洞宗で、本尊は釈迦如来、脇仏
は文殊・普賢両菩薩を安置していま
す。仙台市市名坂の大安寺の末寺で、
初めは熊野山といっていました。現在
の本堂は平成19年11月に竣工しまし
た。

3 明川寺

　袋原公会堂となりにあり、ごてんの
うさん『ご天王』と呼ばれ、農業の神
様として信仰される、併せて悪病払い
の神様としても信仰されました。

2 八坂神社

　浄土真宗で本尊は阿弥陀如来で
す。袋原内手にあり、東本願寺の末寺
として文亀３年（1503年）に草創さ
れた由緒ある寺です。

4 宝林寺

　名前の由来は隣の明川寺（300年
～400年）の名前が『熊野山明寺』で、
古くから続いていた神仏習合から、明
治政府による神仏分離令の歴史を経
て、その名がついたと云われていま
す。正月はどんと祭りも行っていま
す。

6 熊野神社

　真言宗出本尊は不動明王です。袋
原小学校の南にあり、昔村人はこの
寺を『小さい寺』宝林寺を『大きい寺』
と呼んでいました。
　現在は名取市植松『弘善寺』に合併
の上、廃寺となっています。

5 徳袋寺

も んじゅ ふ けんりょう ぼ さつ

そう そう

ふ   どうみょうおう

と く  た い   じ

ぐ ぜ い  じ

　広瀬川と名取川の合流点の南西約
500ｍ、名取川堤外の中の標高５ｍ
ほどの自然堤防上にあります。仙台市
内では唯一河川敷にある古墳です。

7 大塚山古墳

　菅井梅関は、藩政時代の仙台が生
んだ四大画家のひとりで、名は智義。
後に岳と改める。字は正卿。善助・岳
輔と称し東齋と号しました。天明４年
（1978年）10月27日に四郎丸渡道の
農家・菅井家に生まれたと言い伝え
があります。

9 中田中央公園内『菅井梅関の説明版』

　公園正面には『飛翔する鳥と少年』
（淀井敏夫・作品）があります。仙台市
は彫刻のあるまちづくりで、第１期工
事12ケ所、第２期工事12ケ所に様々
な彫刻を作りました。中田中央公園
にある『飛翔する鳥と少年』は、第２期
工事の最後の作品です。

8 中田中央公園内『飛翔する鳥と少年』

　この梅園は『画家・菅井梅関』にち
なんで造られました。

10 中田中央公園内『梅園』

　地域の健康増進を目的として公園
内にテニス場もつくられ、休みの日は
終日にぎわっております。

12 中田中央公園内『テニス場』

　現在のサッカー場は中央公園設計
時には野球場の構想計画でしたが、
『ブランメル仙台』が活躍していた時
と重なり、袋原体育振興会が、野球場
からサッカー場への変更を仙台市に
要請し完成しました。遠方からも多く
のサッカー団体が利用しています。

11 中田中央公園内『サッカー場』

す が  い ば い かん

中田中央公園内『時計塔』

　時計塔は、平成26年６月、子供た
ちの安全・安心を願い中田中央公園
に時計塔設置の寄付金を各方面にお
願いし、８月１２日に安全祈願の起
工式を行い、９月上旬に無事完成し、
今は時を刻んでいます。

13

チャボヒバ（ヒノキ科）

　宝林寺内にある仙台市保存樹木
です。
樹　高・・12ｍ
幹　周・・1.5ｍ
推定樹齢・・400年

15

キャラボク（イチイ科）

　宝林寺内にある仙台市保存樹木
です。
樹　高・・３ｍ
幹　周・・1.5ｍ
推定樹齢・・400年

14

サルスベリ（ミソハギ科）

　宝林寺内にある仙台市保存樹木
です。
樹　高・・13ｍ
幹　周・・1.3ｍ
推定樹齢・・150年

16

袋原コミュニティ・センター

　中田中部地域のために中田中央公
園に隣接して建てられたコミュニ
ティ・センターで、防災資機材倉庫も
併設されています。多くの地域住民
やサークルが利用しており、中田中
部地域のつどいの場となっていま
す。

18

名取川河川敷

　名取川と土手に挟まれた河川敷に
は肥沃な畑が広がっており、仙台白
菜などの伝承野菜や曲がりねぎなど
多くの野菜が作られています。
　野菜は仙台や名取方面に出荷され
ています。

17
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中田中部地域   年間行事予定

上旬　　どんと祭
　　　　袋原新春を寿ぐ会

下旬　　袋原小・学区民大運動会

上旬　　中田中部町内会合同夏祭り
　　　　各地区町内会夏祭り

中旬　　各地区敬老会

上旬　　東中田市民祭り
中旬　　中田中部町内会連合会防災訓練

上旬　　中田中部町内会連合会研修会
　　　　袋原小学校学芸会
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つながる・ひろがる中田地区未来づくりプロジェクト
～「いいとこあっちゃ」知って生かそうまちのお宝～

中田中部地域お宝マッププロジェクトチーム
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仙台市営住宅建設と平渕地区の歴史

0 50 100m

　戦後10年（昭和30年頃）、袋原103戸のうち袋原南地区の地主さん
達が、地域の発展の為という事で、市営住宅の誘致を仙台市に陳情し
ました。
　仙台市はこの陳情を受け入れ、袋原字平渕の地にベットタウンとし
て二期工事に別けて、294戸の市営住宅を建設しました。
　それに呼応して関係地主さん達が、二男・三男の為、市営住宅の向
い側の地に住居を造ってくれました。
　その中で太田藤吉郎氏（現・勝康氏）が、酒屋兼雑貨・食料品（丸大
商店）のお店を開業して地域の人達から非常に喜ばれました。
　昭和61年８月５日におきた豪雨で袋原市営住宅全体が水没すると
いう大変な事態になり大きな被害がありました。
　現在の住宅は現代的な建物になり住みよい住宅となっています。
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