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▲鯉のぼり吹流し

清潔で美しい
自然いっぱいのまち天応

　天応は，かつて大屋と称されていました。
　中世大屋は矢野を拠点とした野間氏の勢力下にありま
したが，弘治元（1555）年毛利氏に滅ぼされました。
　近世の大屋について，文化 12（1815）年「大屋村文
化度国郡志」によると，７割が「耕作人」で，２割が「山
業」，１割が「漁業」とされています。
　物産としては煎海鼠・小貝がみえます。
　なお，文化 12（1815）年の大屋は家数 179 軒，人口
663 人とされています。
　近代化の中で明治 36（1903）年に呉線「天応駅」が開業，
昭和 13（1938）年広島〜呉道路が開通すると，利便性
が増した大屋にはセーラー万年筆・守安ドリルといった
大規模企業が進出します。また，第二次世界大戦下の大
屋には海軍の様々な施設が設置されました。
【参考文献】
・�『呉市合併 25 周年記念誌　天応町』（天応町郷土史委
員会，昭和 56 年）
・『呉の歴史』（呉市史編纂委員会，平成 14 年）
・�『呉市史　資料編近世Ⅱ』（呉市史編さん委員会，平
成 11 年）

笹酒まつりともちつき大会
○時期：１月　○場所：呉ポートピアパーク
　新成人による振舞酒とぜんざいの無料配膳。天
応町の発展を祈願するとともに，新成人の門出を
祝います。

名所案内

葉ぼたん
　気候が温暖で段々畑が多い天応は，葉ぼたんを始
めとした花の栽培に適しており，古くから菊などの
切り花の栽培が盛んでした。
　葉ぼたんは，お正月用の花として有名です。７月
の下旬に種をまき，12 月の中旬に旬を迎えます。

Ａ．天狗城山
　絶景を満喫でき，登り甲斐もある天狗城山は，市
内外の登山者から好評を得ています。
　天狗城について，下向井龍彦氏は「野間氏が領域
内に張り巡らせた城砦網」の一つとされています（呉
市史編纂委員会編『呉の歴史』平成 14 年）。

特産品紹介

【天応地域情報】	面　積　3.94km2
	 人　口　4,550人
	 世帯数　1,987世帯
	 （平成21年３月現在）

【沿革】	明治36（1903）年　天応駅開業
	 昭和26（1951）年　町制施行，安芸郡天応町誕生
	 昭和31（1956）年　呉市と合併，呉市天応町へ
	 平成 ４（1992）年　呉ポートピアランドオープン
	 平成12（2000）年　呉ポートピアパークオープン

まちづくりマップ

鯉のぼり吹流し
○時期：４月〜５月　○場所：呉ポートピアパーク
　毎年 50 匹以上の鯉のぼりを掲げる，呉市の春
の風物詩。竿竹には地元の竹を使っています。

ふれあい運動会
○時期：５月　○場所：天応小学校グラウンド
　自治会対抗の運動会。地域の親睦を深めること
を目的としています。（競技種目：綱引き，自治
会対抗リレーなど）

文化祭
○時期：５月（春）,11月（秋） ○場所：天応公民館
　春の文化祭は演芸会，秋の文化祭は作品展示を行
います。身近な文化に触れてみてはいかがですか？

敬老会
○時期：９月　○場所：天応公民館
　天応地区の 75 歳以上の敬老者の長寿と健康を
お祝いします。

ソフトボール大会
○時期：8月　○場所：天応小学校グラウンド
　自治会対抗で優勝を目指し，スポーツを通じて
自治会の親睦と地域の交流を深めます。

田中八幡神社　秋祭り
○時期：10月　○場所：田中八幡神社 , 天応町地内
　各自治会の神輿が田中八幡神社を目指して練り
歩くとともに，神社境内で神事が行われます。

ロードレース大会
○時期：12月　○場所：呉ポートピアパーク
　優勝目指して熱いレースが繰り広げられます。

　中世天応を勢力下に置いた矢野野間氏は，弘治元
（1555）年毛利氏に滅ぼされましたが，その際野間隆
則という人物が天応に逃れ切腹して果てたとの伝説が
あり，その墓と腹切り岩なるものが伝わっています。

Ｇ．野間隆則の墓と腹切り岩

　境内には大きなイチョウがそびえており，黄葉時
の景観は趣深いものがあります。
　天正 10（1582）年，僧枯順の開基とされています。

Ｆ．安定寺

Ｅ．田中八幡神社
　天応宮町に鎮座する神社。
　文亀２（1502）年の勧請とされています。
　神社社叢は，海岸地に見られる代表的な社叢の形態
を保っており，呉市指定文化財の指定を受けています。

　深山の滝は，天応に流れ込む大屋川の上流にある
上下２段の滝です。
　昭和 54（1979）年，市の名勝に指定されました。

Ｄ．深山の滝

Ｃ．烏帽子岩山
　急峻な岩壁が多く，県内外でも有名なロッククラ
イミングの聖地です。

Ｂ．天応山
　神武天皇が東征時に立ち寄ったとの伝説にちなみ，天
応山と呼ばれたとされています。昭和26（1951）年の町
制施行時に天応という名称が採用された背景として，天
応駅と天応山の存在があったものと考えられます。

カキ
　天応の海には，広葉樹が多く緑豊かな天応の山が
育む大屋川のきれいな水が流れています。天応のき
れいな海で育つカキは，甘くて美味しいと評判で，
日本全国から多くの注文が寄せられます。
　カキは，11月から3月にかけて旬の時期を迎えます。

天応
TENNOU

色々あるんだね。
みんなで行ってみよう！

清潔で美しい
自然いっぱいのまち天応

▲世代間の交流 ▲若者のまちづくり参加

【天応のまちづくり】
　「天応まちづくり計画」では，住民主体のまちづくり
に向けた様々な事業を計画しています。これらの事業
について地域全体で協働し取り組むことで，人の心も
自然も美しい清潔で温もりのあるまち〜天応〜を未来
に引き継いでいきます。

①�安心〜住民の安全・安心を確保するための対策を
実施します。

　・防犯・災害対策，危険箇所の解消，自然環境の整備
②�笑顔〜住み心地が良く暮らしやすい笑顔あふれる
まちづくりを実施します。
　・高齢者・子育て支援，環境対策
③�魅力〜地域の魅力を発揮し，他地域に誇れるまち
づくりを実施します。
　・景観づくり，産業振興，文化の継承，交流イベント

※共通戦略
　・自立への挑戦〜自立した団体運営，地域コーディネーター制度
　・若者参加・全世帯参加への挑戦〜幅広いまちづくりへの参加
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【公共機関】
呉市天応市民センター 天応宮町４－15
　・天応支所 　　同　上	 （℡38－7543）
　・天応公民館 　　同　上	 （℡38－7313）
呉ポートピアパーク 天応大浜３－2－3	 （℡38－0560）

【子育て施設・教育機関】
天応保育所 天応大浜２－１－５	 （℡38－0332）
天応めぐみ幼稚園 天応西条１－３－12	（℡38－7744）
天応小学校 天応大浜２－１－45	（℡38－7584）
天応中学校 天応東久保２－７－１	（℡38－7545）

【避難所一覧】
❶天応小学校 天応大浜２－１－45
❷天応中学校 天応東久保２－７－１
❸天応市民センター（公民館） 天応宮町４－15
❹ふれあい集会所 天応宮町４－22
❺福浦集会所 天応福浦町12－33
❻天応西いきいきライフホーム 天応伝十原町15－１

【天応地区　自治会一覧】
自　治　会　名	 	所　　管　　地　　域

本町（ほんまち） 天応南町１番～11番	
東久保（ひがしくぼ） 天応東久保１丁目，２丁目	
天応区（てんのうく） 天応塩谷町	
宮町（みやまち） 天応宮町
伝十原（でんじゅうばら） 天応伝十原町１番～6番	
三葉（みつば） 天応南町12番～18番	
福浦（ふくうら） 天応福浦町
大浜（おおはま） 天応大浜１丁目，２丁目
大西（おおにし） 天応西条３丁目（１番以外），４丁目
下西（しもにし） 天応西条１丁目，２丁目，３丁目１番
団地（だんち） 天応伝十原町７番～14番	

【呉ポートピアパーク】　楽しみ方色々みんなの自由空間
◇開園時間／９時～２３時（多目的広場・トライアル広場は２４時間解放）
◇休	園	日／水曜日（春・夏・冬休み期間を除く）
　　　　　　年末年始（１２月２９日～１月１日）
◇問合せ先／呉ポートピアパーク
　　　　　　（呉市天応大浜３－２－３，℡38－0560）
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【郵便番号一覧】
天応大浜	 737-0875 天応塩谷町	 737-0881
天応伝十原町	 737-0884 天応西条	 737-0883
天応東久保	 737-0882 天応福浦	 737-0885
天応南町	 737-0874 天応宮町	 737-0876

見どころたくさん！
歩いてまわると
楽しいよ！


