
AICHI YCE LIONS CLUB Short/Long Term Strategy 2021-2026

愛知YCE 運営ビジョン(2021-2026)

新型コロナの感染拡大による “YCE事業中断” の危機を協力して乗り切る

⚫ 運営ノウハウの継承や活動予算の確保など、YCE事業は今後1～2年で深刻な課題に直面する。

⚫ YCE事業の存続と継続的な発展のために、早急に革新的で新しいYCEの形を模索する必要がある。

⚫ 国境を越えて派遣OBとYCE推進派ライオンズクラブが協力し、支援を収斂させていく必要がある。

短期2年ビジョン 2021-2022

YCE Program must survive from the COVID-19 crisis disruption (2 years short term strategy)
• YCE will face serious issues on know-how succession, budget securement, etc. in 1-2 years.
• To keep the YCE running and the momentum, we need an innovative new way.
• Cross-boarder convergence of supports from supportive CLUBs and Alumni of YCE/YCEF is crucial.

YCE事業は “コロナ危機” をきっかけに ”Build Back Better” で、次のステージへ

⚫ 派遣OBが目指すゴールは 「社会で活躍できる人」 から 「社会へ貢献できる人」 へ。

⚫ 派遣OBが目指すゴールは 「YCE事業を支える側」 から 「YCE事業を行う側」 へ。

⚫ 派遣OBが「次世代のYCE派遣生」を送り出す 「A地区YCEの持続的発展サイクル」 実現へ。

⚫ 愛知YCEは 「ポスト・コロナ時代のYCEを牽引するパイオニア」 を目指します。

長期5年ビジョン 2021-2026

YCE must build-back-better from the COVID-19 crisis and step into the next stage (5 years long term strategy)
• Change from “Play a role in the society” to “Contribute and Serve to the society.”
• Change from “Support YCE” to “Build YCE.” 
• Implement “Sustainable Cycle” that YCE Alumni takes an important role. 
• Aichi YCE aims to become a pioneer leading the post COVID-19 era YCE program. 1



• 社会人にしかできない責任ある高度な
支援と貢献(YCE派遣・青少年育成)

• スキル・英語力のフル活用
• ライオニズムの体現

Sustainable Development Cycle of 334-A YCE Program

A地区YCEの持続的発展サイクル

A地区YCEの
持続的発展
サイクル

2026年までに実現へ

• 青少年にしかできない派遣体験
の還元(派遣生・来日生の支援)

• スキルの習得・英語力の向上
• ライオニズムの醸成

ライオンズの奉仕を受け
る側から、ライオンズの
奉仕を支援する側へ

Youth Camp Exchange

YCE派遣
10~20代の青少年

YCE Friends Program

YCEF
10~20代の青少年

Aichi YCE LIONS CLUB

愛知YCE
20代以降の社会人

ライオンズの奉仕を支
援する側から、ライオン
ズとして奉仕する側へ

ライオンズとして社会に
奉仕して、YCEとライオ
ンズの発展に貢献する

(Teenager)

(Young-adults)(Adults)

From "been-served" to 
"support serve"

From "support 
serve“ to “we 

serve”

• Share their own experiences and 
support YCE candidates in a way that 
only youth can do.

• Upskilling and improve English skills.
• Understand the Lionism.

• Contribute and serve society in an 
accountable and high-quality way 
that only adults can do.

• Use the general skills and English.
• Serve as following the Lionism.

From “we serve" to 
“been-served"
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Project outcomes and next steps

アクティビティの振り返りと今後の計画

事業 Projects 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

英語スピーチコンテスト
English Speech Contest

YCE派遣
Youth Exchange

派遣OBの育成・指導
Alumni Education

オンラインキャンプ
Online Youth Camp

新事業 (来日生受入れ関連)
New Projects on Host Family

派遣辞退

実施 Executed 実施せず Un-executed

ビ
ジ
ョ
ン
の
再
検
討

一
時
凍
結

Freeze

COVID-19 再開
or

撤退

継続
or

撤退

Re-open
or

Terminate

Continue
or

Terminate

Reconsider
Our Vision

① YCEを中心とした3つのコア事業 (スピーチコンテスト・YCE派遣・派遣OB指導) は、コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、
向こう2年間 (2021年-2022年) は一時的に活動を凍結する。

② すべてのリソースをオンラインキャンプに集中させ、コロナ禍でも334-A地区のYCE事業の継続に寄与する。

③ Build-Back-Betterの観点から、YCE再開を機に新事業を立ち上げるための体制整備に着手する。

Focus

Declined

Planning

拡大
expand

① Due to the COVID-19, temporally freeze YCE related projects (speech contest, Youth Exchange, Alumni Education) for 2 years.
② Allocate all the resource to Online Youth Camp and support the continuity of 334-A YCE program.
③ To Build-Back-Better, start planning new project when re-start YCE related projects.
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ワクチン接種
の状況に応じて

再開を検討

強
化

検討

Follow up on 
vaccination


