
陸修会 知 �

【令和４年９⽉】�

 ６⽉１７⽇ 偕⾏社評議員会 決定 受 、偕⾏社 合同 申 ⼊ 、第１回
合同協議 ８⽉１５⽇ 実施 。引 続 合同協議 実施中 。�

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶�

【令和５年１⽉】�

陸修会 、公益財団法⼈偕⾏社 申 ⼊ 受 、 ４回 合同協議 重
。�

際、両会 合同 、努 早期 ⾏ 、陸修会 本格的 運営 観点 望
、令和６年４⽉ 合同 追求 協議 進 。�

、 場合、令和５年４⽉ 定期総会 議題 「偕⾏社 合同」 上程
考 。�
、陸修会⽀部 ⽴上 、合同協議 開始 、合同後

⾏ 思 。�
引 続 、合同後 名称 合同協議 内容 、逐次 紹介
。�
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶�

【令和５年３⽉】�

陸修会令和５年度定期総会・懇親会 案内�

陸修会令和５年度定期総会 下記 開催致 案内申 。  
、総会後 軽⾷ 伴 ⽴⾷ 懇親会 予定 。�

記�

⽇時 令和５年４⽉２１⽇（⾦）�
    受付  9時30分〜�
    総会  １０時〜１２時�
��������� 懇親会 １２時〜１３時�

場所  市 ⾕�
    〒162-0845 東京都新宿区市⾕本村町4-1�
�����������    �電話 03-3268-0111（代表）�

内容 第１議題 令和４年度事業報告�
   第２議題 令和４年度収⽀決算書�
   第３議題 公益財団法⼈偕⾏社 合同 �
   第４議題 令和５年度事業計画（令和５年度収⽀予算書 含 ）�

参加費 総会 、無料 。�
    懇親会 、3,000円程度 予定 。�

参加申込  既 参加申込 皆様、 。�
総会 参加 会員 皆様 、未 事務局 連絡

⽅ 、懇親会参加 出⽋ 含 、４⽉１０⽇（⽉） 連絡 願 致
。�

連絡先 〒160-0002�
東京都新宿区四⾕坂町12−22 VORT（ ）四⾕坂町５階�
偕⾏社事務局内 陸修会事務局�
電話 03-6380-0623�
FAX 03-6380-0624�

   ��  rikushukaiinfo@wine.ocn.ne.jp�

備考�
陸上⾃衛隊 幹部 勤務 円満 退職 ⽅ 、 陸修会 ⼀般会員 。�

⼀般会員 、１⼝千円 、毎年５⼝ 基準 寄付 ⾏ 。�
寄付 申込 、陸修会事務局 随時受 付 。�

⼀般会員 、陸修会 寄付 ⾏ ⽅ 、陸修会 正会員 。�
正会員 、総会 議決権 付与 。�

令和４年度 寄付 ⽅ 、陸修会令和５年度定期総会 正会員 参加
。�

、令和４年度 寄付 ⽅ 、令和５年度 総会当⽇ 寄付
⽅ 、正会員 参加 。�

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶�

【令和５年５⽉】�

陸修会令和５年度定期総会結果 知 �

陸修会 、４⽉２１⽇（⾦） 市 ⾕ 令和５年度 定期総会 開催 、令
和４年度 事業報告、令和４年度 収⽀決算書 了承 。�

、公益財団法⼈偕⾏社 合同 審議 、以下 了承 。�
① 陸修会 、公益財団法⼈偕⾏社 令和６年４⽉ 合同 。�
② 合同後 名称 「陸修偕⾏社」 。�
③� 今後、偕⾏社 「合同協議 合意事項」 基 意思決定 場合 、 
別 ⽰ 時期 臨時総会 開催 、陸修会 合同後 審議 。�

【合同協議 合意事項（令和５年１⽉１０⽇合意）】�

偕⾏社 陸修会 合同協議 合意事項�

1 趣旨�
公益財団法⼈偕⾏社 陸修会 、偕⾏社側 求 、令和４年８⽉ 合同
協議 開始 、複数回 合同協議 経 、以下 合意 達 。�
本合意書⾯ 、 合意 概要 合同協議代表 取 交
。�

２ 合意事項�
（１）合同後 組織 基本的考 ⽅�

 合同後 組織 、現在 偕⾏社 ⽬的、新 偕⾏社 在 ⽅向（理念）及
偕⾏社 ⾏ 定款 記載 事業 全 引継 。�

 合同後 組織 、「陸⾃幹部退官者全員 開 会」「全会員 魅⼒ 会」
「陸上⾃衛隊 現役 役⽴ 会」 陸修会 会運営 基本理念 引継 。�

（２）合同後 名称�
 合同後 名称 、「公益財団法⼈陸修偕⾏社」 。�
 令和６年４⽉ 合同組織 運営開始 前提 定款 変更 実施 。�

（３）会員規程�
 偕⾏社 規定 「普通会員」「家族会員」「賛助会員」「名誉会員」 枠組
、「普通会員 」「旧軍関係者 幹部⾃衛官退官者等」 枠組 。�
際、幹部⾃衛官退会者等 等 准尉 。�

 陸上⾃衛隊幹部⾃衛官 勤務 円満 退官 者 、⼊会 ⼿続 不要
、 他 会員 ⼊会⼿続 経 ⼊会 。�

 会員 寄付 ⾏ 、寄付 ⾏ 場合 退会者
。 際、合同後 組織 情報提供 ⾏ 場合 、寄付 ⾏ 優

先 実施 。�
  項 普通会員 寄付額（年度） 、当⾯１⼝５千円 。�

際、合同後 定期刊⾏誌「偕⾏」 在 ⽅ 検討 、 間
寄付 ⾏ 会員 配布 当⾯継続 。 定期刊⾏誌「偕⾏」 検討結果等
踏 、寄付額 再度検討 。�

（４）合同後 具体化 事項�
 本部 ⽀部 関係�
 「偕⾏」誌 在 ⽅�

（５）定款及 各種規定 整備�
 令和６年４⽉ 運営開始 前提 、定款 変更 最⼩限 。�
 定款 変更及 各種規定 整備 、合同協議 合意 得 実施 。


