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The worldwide spread of COVID-19 is causing huge negative impacts not only on the economy and 

people’s health but also on traveling. In this context, many of the lions clubs decided to suspend their Youth 

Camp Exchange Program temporarily. And indeed, there is no exception in Japan. Multi district 334 

(Central Japan Region) decided to suspend the YCE program this summer as well as winter.  

新型コロナウイルスの感染拡大は経済や人々の健康だけでなく、旅行にも大きなマイナスの影響を与え

ています。この状況下では多くのライオンズクラブが YCE プログラムの一時的な中止を決定しています。

もちろん、日本も例外ではありません。334 複合地区（中部地区）は夏季・冬季の YCE プログラム中止

を決定しました。 

We, as past participants, have benefited from this program a lot. We all agree that this program is extremely 

valuable and unique opportunity for teens to make friends in all over the world and widen views. As same 

as the lions club provisioned us, we want to repay this opportunity to teens without interruption even in 

this circumstance. 

YCE プログラムは世界中の若者と繋がることで自身の視野を広げることができる、極めて価値の高い魅

力的な機会を青少年に提供しているいうことを、過去にこのプログラムを経験した我々OB の全員が実感

しています。自分たちがライオンズクラブにそうしてもらったように、私たちもこの機会を止めること

なく若者たちに提供してあげたいと考えています。 

Obviously, right now, the action is needed to overcome this unfortunate situation.  

この状況を乗り越えるためには、今、行動しなければならないことは明らかです。 

Having said that, the situation is still under the pressure of international travel limitations. Therefore, we 

have decided with our friend who joined the youth camp in Japan, to begin with finding a way to substitute 

the youth camp opportunities by utilizing new technologies such as virtual meetings. 

もちろん、我々は現在も国際的な移動の制限を受けています。そこで、過去に日本のユースキャンプに参

加した仲間と一緒に、バーチャル会議などの新技術を活用して、ユースキャンプの代わりとなる機会が

提供できないかの検討を始めました。 

 



 
At June 20th, 8 participants joined from Japan, Malesia, and France in a virtual meeting, and agreed to the 

following: 

2020 年 6 月 20 日に日本・マレーシア・フランスの３か国から合計８名が参加してバーチャル会議を行

い、以下について合意しました。 

1. Participants agreed to move the virtual cultural presentation proposal forward. 

参加者は、提案された「バーチャル各国紹介」の開催に向けて取り組む。 

2. As the first topic of the presentation, Food and Fashion were chosen. 

最初のテーマとして自国の料理、ファッションを紹介する。 

3. We will run a virtual trial presentation from the Japan side, on 18th July 3 pm Japan time. 

7 月 18 日の日本時間 15:00 にトライアルとして日本からプレゼンテーションを行う。 

4. Aichi YCE will prepare the script for speakers. 

スピーチ原稿は愛知 YCE ライオンズクラブで準備する。 

5. Use some videos to make an efficient presentation. 

ビデオを使って効果的にプレゼンテーションを行う。 

6. Co-operate with YCE in Malesia to ask for more audience and speakers. 

今後マレーシアの YCE とも協力して、多くの観客とスピーカーを集める。 

The cultural presentation is one of the critical and valuable activities in the youth camp, introducing their 

own culture and exchange opinions with other participants. We would like to make this happen in virtual. 

自国の文化を紹介して参加者同士で意見交換をする「各国紹介」は、世界中のユースキャンプで開催され

ている非常に重要かつ価値あるアクティビティです。私たちはこれのバーチャル開催を目指します。 

This is still an open idea. But we believe this project can help not only YCE in Japan but also YCE all around 

the world. 

このプロジェクトはまだアイディア段階ですが、日本の YCE だけでなく世界中の YCE の手助けになる

と信じています。 

 

"Aichi YCE Lions Club" is an Official Lions Club established by young adults who experienced the "Lions Club Youth Camp and Exchange 

Program" sponsored by Lions Clubs in the Aichi district of Japan. Our mission is to support teens in Aichi who keen to achieve their ambition 

in the global fields. 

愛知 YCE ライオンズクラブは、ライオンズクラブ国際協会の「青少年交換プログラム（YCE 事業）」によって愛知県地区から派遣された

若手社会人によって設立されたライオンズクラブです。グローバルな夢に向かって挑戦する愛知の若者を応援することを目的に活動して

います。 

 


