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織田信長と上杉謙信

相違点

～服部徹氏の講演から～
理事長

愛知県愛西市勝幡町塩畑２５２５番地

１．生誕城は、信長は勝幡城で平城かつ水城、謙信
恒川鋭夫

去る５月１５日、ＮＰＯ法人 信長生誕を育む会

は春日山城で山城。
２．初城主となったのは、信長１４才（那古野城）、

の主催で、信長生誕祭(第 5 回目)が開催されました。

謙信１９才（春日山城）

当日のフィナーレとして、会員の歴史作家 服部
徹氏の講演がありました。

信長の方が５年早い。
３．家族は、信長は正室・側室１２人、子２８人（内

氏によれば、織田信長が最も恐れていた武将は、武
田信玄ではなく上杉謙信であったとのこと。織田信

養女４人）、謙信は生涯独身。
４．生涯の勝敗は、信長４７勝１５敗１４分、謙信

長という人物をより深く知るためにも。氏の講演は

４３勝２敗２５分。

誠に示唆に富むものでありました。

信長は敗数多く、謙信は勝率９６％。但し引分数

以下に講演の要旨（織田信長と上杉謙信の比較論）

多いが、自ら戦場で敵情を見極め、攻めⅮ、陣配

を私なりにまとめたので、ご一読願えれば嬉しく思
います。

置
を決めるため、”かけまわし”を行う機動性に富
んだ戦い方は、二人の共通点でもある。

信長と謙信とは、ほぼ同時代に活躍し、ともに４

５．政策については、

９年の生涯を送った。二人を比較してみると、決定

（政治）信長は「天下布武」、謙信は「第一義」。

的に異なる点もある一方、類似する点も多い。

（経済）共に莫大な軍事費の確保を可能にするため、

類似点

港の支配とともに、信長は楽市楽座と関所撤廃、

１．誕生は、信長 天文３年（1534 年）５月、謙信 享

謙信も交易重視するが、信長に比すれば保守的。

禄３年（1530 年）１月で、信長が４才年下。

（人事）信長は能力主義、謙信は心情も重視。

２．元服は、信長１３才、謙信１４才

６．信仰については、信長は津島、熱田、伊勢など

３．初陣は、信長１４才、謙信１５才

各神社を庇護したが、一向宗、天台宗、真言宗な

４．家督は、信長１９才、謙信１９才

どを徹底的に弾圧、謙信は真言密教の戒律を守り

５．死亡年齢は、信長４９才、謙信４９才

毘沙門天の化身に擬する。

但し、信長は自害、謙信は病死（脳出血）
６．長期戦については、信長 本願寺合戦１０年間、

７．嗜好については、信長は下戸で甘党、謙信は酒
豪。

謙信 川中島合戦１２年間。
共に戦国武将として最も脂がのった時期に多く
の時間と労力を取られてしまっている。

以上、私なりに総括すると、地政学的な要因もあ
ると思われるが、信長の方が謙信よりも、より新し

７．港支配については、信長は津島、熱田、堺、

い理念のもと、より広範囲に及ぶ事跡を成し、従っ

謙信は直江津。ともに物流・経済を重視した。

て後世に与える影響はより大なるものがあると考

８．心情については、信長「人間５０年 下天の内

えます。

をくらぶれば

夢幻ののごとくなり」、謙信「四

両将とも戦国時代を代表する名将であったことに

十九年一睡夢

一期栄華一杯一酒」

異論はない。

共に若くして悟りの境地に達している。
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信長生誕祭を開催！

↓信長、いなッピー、あいさいさんぬり絵展示会

平成２８年５月１５ 日（日）に開催されました
信長生誕祭は二部制としました。
午前からはじまった第一部を、佐織中学校吹奏楽
部のみなさんが、勝幡駅前広場から勝幡小学校へ向
けてパレードを行い、小学校グラウンドではマーチ
ングバンドを披露しました。

↓いなっピー、あいさいさん、つし丸くん

また、同時に、勝幡小学校体育館ではうつけ隊によ

↓バルーンアート（律 and 敏）

るうつけ太鼓でオープニングとし、その後は各種イベン
トで盛り上がりました。
↓うつけ太鼓

勝幡城周辺の解説をする
↓愛知県史調査執筆委員の石田泰弘氏

↓小物作品ミニ教室
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第二部は、午後より勝幡小学校体育館にて理事長
による開催宣言のあと、下記のとおり開催しました。

講演「織田信長と上杉謙信」
講師

服部 徹 氏（歴史作家）

↓恒川理事長の開催宣言

↓伊六万歳 津島市無形民俗文化財

協賛いただきました皆様、お手伝いください
ました皆様ありがとうございました。お陰様で
無事開催することが出来ました。
*****************************************

第 6 回総会の報告
平成 28 年 6 月 12 日（日）、第 6 回総会が稲
沢市役所平和支所会議室において行われた。
会員総数 112 名のうち、出席 90 名（うち委任
状 73 名）により、下記の議案について、１号議案
及び２号議案が報告のうえ承認可決され、3～5 号議
↓吹奏楽演奏／佐織中学校

案の原案通り承認可決されました。

第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
第 4 号議案
第 5 号議案

↓うつけ囃子 うつけ太鼓／うつけ隊

平成 27 年度事業報告
平成 27 年度決算報告
平成 28 年度事業計画案
平成 28 年度予算案
役員の改選案

役員の改選については、次の新体制で運営に
当たることとなった。
理事長 恒川鋭夫
理 事 金原正和
理 事 森 知徳
監 事 鈴木 睦
今回任期満了で退任されました、水谷眞人さん、
宮田浩臣さん、忍田浩章さん、お疲れ様でした。
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*****************************************

オリジナル T シャツ好評発売中！

会費納入のお知らせ
平成 28 年度会費が未納入の方はお振込み願い
ます。
振込口座

好評発売中です♪
色は黒、赤、緑の３色となっています。
黒は２種類あり、前面デザイン入りは在庫限りと

三菱東京ＵＦＪ銀行 稲沢支店
普通 ００８７５０１

とくてい ひ え い り かつどうほうじん のぶながせいたん

当会オリジナルの「信長Ｔシャツ」に新色が出来、

なっておりますのでお早めに申し込みください。
はぐくむかい

名義

特定非営利活動 法人 信長 生誕を育む 会
つねかわ と し お
理事長 恒川鋭夫
※基本的に振込みにて納入をお願い致します。
※振込み手数料は各自ご負担ください。
※現金納入は領収書を発行しますが、振込について
は振込明細書を領収書に代えさせていただきま
すのでご了承ください。

Ｔシャツ
色：黒

価格：2,500 円

赤

緑

サイズ：Ｓ，Ｍ，Ｌ
ジャンパー

色：赤

サイズ：Ｓ、Ｍ，Ｌ
価格：4,300 円
申込 ☞ 事務局 080-8265-2288

/////////////////////////////////////

立

今後の予定

松 090-7685-5420

メールで問合せ☟
utsuke-kichou.inazawa@live.jp

「小牧城見学会のご案内」
編集後記
天下統一を目指した信長が
最初に築いた近世城郭のルーツ
下記の要領で小牧城見学会を開催しますので、会員の
皆様の多数御参加をお待ち致しております。
記
１、開 催 日

平成２８年９月１８日（日）

２、集合場所

小牧市役所北入口
名鉄岩倉駅、名鉄小牧駅より
名鉄バス乗車 市役所前下車

３、集合時間

午前１０時３０分

４、見学時間

午前１０時３５分～午前１２時００分
午後１時００分解散予定

会報を通して会員の皆様との交流をより深めたいと思い

（昼食は自由参加で、楽しく歴史を語り

ます。メールでの投稿も受け付けておりますのでどしど

合いましょう。）
※午後は自由に各自散策して下さい。
８、そ の 他

３月の勉強会は、「午前の部：蜂須賀小六と前野
文章コース」と「午後の部：信長の青春の舞台 信
長・生駒(吉乃)コース」の二部制で行われました。
おそらく会はじまって以来の長距離を歩いたので
はないかと思います。帰りの電車では足が棒のよう
になってました（笑）。こういうことでもないと長
距離を歩く機会がないので体力作りに良いですね。
お世話になりましたガイドの大森様、伊神様、遠
方より駆けつけてくださった生駒次期当主と奥様、
貴重なお話をしていただき、大変ありがとうござい
ました。

参加希望者及びご質問は、会員の磯貝
までご連絡ください。
０９０－１７８９－７６６９

/////////////////////////////////////

しご応募ください。（事務局）

nobunaga15340528@gmail.com

