
　浄土宗　元和３年（1617年）開山。本
尊は阿弥陀如来。
　境内の黒松は、推定樹齢620年の古
木である。鶴が羽を伸ばし飛び立つ姿
をしているところから「舞鶴の松」とい
われている。
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　真言宗　元和２年（1616年）開山。本
尊は不動明王。
　境内には推定樹齢350年の黒松があ
る。濃緑の枝葉よく繁茂している。創建
時に菅井家より移植したと伝えられて
いる。 
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　ＮＰＯ法人　介護予防事業や地域交
流事業、防災・減災事業など幅広い活動
を行っている。月曜日と火曜日はクラ
ブ・サロンの日です。
　ランチ茶屋「にこにこ」もオープン。
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　大正６年（1917年）四郎丸分教場とし
て神明神社の向かいに建てられ昭和40
年に四郎丸小学校開校と同時に廃校と
なり、その後建て替えられ四郎丸公会堂
として利用されている。当時の面影を残
すものは、門柱のみとなっている。
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　祭神は天照大神と豊受姫大神で国家
安泰、五穀豊穣、家内安全を祈願してあ
る。はじめ中田村神社に合祀してあった
が菅井家により現在地に遷座された。 

2

　曹洞宗　本尊は慈覚作の聖観世音菩
薩である。境内には中興開基の菅井家
代々の墓碑がある。
　藤原秀衡の臣、名取四郎は、ここへ館
を居城としたのが、「四郎丸」の地名とな
り、現在も親しまれている。
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　四郎丸字昭和裏の田園の中にある円墳
である。古墳の上に太く大きい松の木が１
本生えている。根元には祠があり、弁天様
が祀られている。古墳の大きさは、高さ1.8
ｍ東西７ｍ南北６ｍ。この地域の小字名は
弁天になっている。

6

　市民センターやコミュニティセンター
には災害時に小・中学校の補助避難所
としての役割があり、防災資機材や非常
用食料を備蓄している。

（写真は市民センターの防災資機材倉
庫）

１ 防災資機材倉庫

神明神社

四郎丸公会堂

にこにこの家

光西寺の「黒松」

弁天囲古墳

善徳寺

蓮光寺の「舞鶴の松」
　重要文化財　素木造三間四方で屋根
は茅葺入母屋造、大きくて威厳のある佇
まいの観音堂である。
　真言宗慈覚大師作と伝わる名取三観
音の一つで十一面観世音菩薩を祭る。
仙台三十三観音の第31番札所。
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　嘉永年間、瀬之吉兄弟が同僚と喧嘩
をし、仲裁に入った百姓の徳之助を殺し
てしまった。徳之助の子徳蔵は剣術を
習い、瀬之吉が閖上に商いに行くところ
を落合の土手で敵を討った。付近の住民
は地蔵を立て瀬之吉の霊を慰めた。
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　藩政時代の頃、伊達政宗より杉苗の
育苗を命ぜられていた。杉の実を畑に
播種して育苗することを「伏方」といい
高橋家は屋号として「杉苗守」の名を
賜ったのである。「徐屋敷」と呼ばれ税
金がかけられない店もあった。
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　社会福祉法人仙台ビーナス会
　介護と医療の連携で様々な事業を展開し
地域と共に喜びと安らぎのある生活を提供
している。
　介護老人福祉施設、グループホームなど地
域の高齢者の福祉サービスを行っている。
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　四郎丸大宮にある高さ２.２ｍ、直径２
３ｍの円墳である。古墳の上には以前
＜西はなかだ東はゆりあげ＞と記した道
標があった。古墳の上に立つ城丸明神は
昭和２１年大崎市古川荒谷の斗蛍稲荷
神社の分霊を勧請して創建された。
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　堤防に立って眺めると川向こうの北
西方向には市街のビル群、南西方向に
は蔵王連峰、特に雪をかぶった朝方の
山々は、見事である。多くの人々が景色
を楽しみながら散歩にジョギングに堤
防を行きかっている。 
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　名取川と広瀬川の合流付近を落合と
いう。名取川をはさんで中田村と六郷村
を結ぶものとして「落合の渡し」が古く
からあった。藩政の末期頃に閖上の五十
集（いさば）達が列をなしてこの渡し場
に集まり仙台の町に魚の行商に急いだ。
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　この地域では田や畑を耕すのに馬を
使った。馬は大変大切にされ、人と一緒
に母屋に入れ飼う農家もあったと言わ
れている。
　馬頭観世音の板碑は、四郎丸、袋原に
４～５ヶ所見られるようである。

9 馬頭観世音板碑

城丸明神古墳

白東苑

杉苗守

落合渡し場

名取川堤防

藩政時代最後の敵討ち

落合観音堂

中田第一土地区画整理の碑

九ヶ村堀沿いの桜並木
　九ヶ村堀沿いの桜並木は落合観音堂
への旧参道であった。春になるとソメイ
ヨシノが咲き誇り、終わると鮮やかな八
重桜が咲きはじめ長い期間、春を楽し
める場所である。
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ふれあいの森
　社会福祉法人「ふれあいの森」
就労継続支援B型、自立訓練事業をおこなっ
ている。
　「向日葵ファミリー」
　お弁当の製造、販売、宅配あり。日替わり弁
当を注文販売しております。（月曜から金曜まで）
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仙台ワークキャンパス
　社会福祉法人「共生福祉会」
　障害福祉サービス事業及び障害者支
援施設。「印刷部」、レストラン「和味（な
ごみ）」、「地域ふれあいホール」もあり、
ホールは地域のサークル活動などに貸
し出しています。
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まちの工房 まどか
　社会福祉法人「円」
　就労支援事業、就労支援事業Ｂ型生
活介護事業を行っている。

「ベーカリーカフェ　ぷらん」
　常時約40種類の焼きたてパンを販売
しています。カフェも営業している。
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首無地蔵
　むかし大日如来堂の近くに毎夜妖怪
が出て通行人を悩ましていた。そこで仙
台藩の足軽、三尺左五平に妖怪退治を
依頼した。現場に行くと殺気を帯びたう
なり声がする。一気に切りつけ翌朝見る
と石地蔵の首がゴロリと落ちていた。
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　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
のことでこの九つの村を流れている堀
を九ヶ村堀といっている。四郎丸の落合
で名取川に注いでいる。もともとは用水
堀で名取耕土の田畑を潤していた。 
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落合ポンプ場
　揚水量　2.120㎥／分　
名取・四郎丸地区の雨水を名取川に排
水下水道管は高低差により下水を自然
に流す作りになっています。
　一定の深さになったところで汲み上
げ下流に流します。
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九ヶ村堀

大日如来堂
　むかし袋原の小平に三海院という寺が
あった。その寺の境内に子育て地蔵と地蔵
菩薩を祭っていて後に大日如来を合祀した。
　明和７年（1787年）別当の晴海がこれを
再建したという記録が残っている。（大日如
来の由来記から）

24
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14 日    どんと祭　　　　　（落合観音堂）
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月

月

月

月

１

７

８

10

東中田地域   年間行事予定

　東中田地区は名取川が広瀬川と合流する地点の右岸にあり、川の恵みを
受けた河川敷からは蔵王連峰を望み、美しい景観が広がっています。二つ
の川が落合う場所にある落合観音堂は、県の重要文化財に指定されてお
り、かやぶき屋根のお堂は風情のある昔懐かしいたたずまいを見せており
ます。
　また肥沃な土地を有した広い畑では曲がりねぎ、仙台白菜など仙台の伝
承野菜づくりが盛んで、街道沿いや農家の庭先には取りたて野菜の直売所
が多くあります。
　近年エリア内は、古くからの農家に加えて、高層の市営住宅や福祉施設、
高齢者施設が増え、新旧の住民が交流の場を持ちながら、福祉に力を入れ
ている地域となっています。

東中田地域紹介

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～

東中田地域お宝マッププロジェクトチーム

このマップは仙台ビーナス会の史跡めぐりロードマップを参考にしております。
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自然環境、市街地福祉施設ルート  
所要時間（約1時間）

ウォーキング
ルート

自然環境
現代の生活環境
歴史

　名取川は水源から河口まで全長わずか５５ｋｍ。
その短かさ故に流れが急になり、中田地区の平坦地に入ってからは、かつ
ては度々氾濫し、その流路を大きく変えることもありました。
　昔、大雨が降り続き、名取川が氾濫し、観音堂も浸水しました。お堂の中
の観音さまもあわや遠くまで流されそうになった時、名取川にすむ無数の
蟹が観音さまに群がり、流されるのを防いだそうです。
　それ以来、観音さまは「かにの観音さま」と呼ばれるようになり、蟹の姿
を描いた絵馬も奉納されるようになりました。また、この地域に住む人々は
蟹に感謝し、蟹を食べない人も多くいるということです。

東中田地域に伝わる落合観音堂の蟹伝説

歴史探訪ルート  
所要時間（約1時間30分）

14落合渡し場


