
令和 4 年度全国会長研修会 YEG フォーラム 2022 

初日研修 一部 

 

担当委員会 ビジョン委員会 カテゴリ ビジョン 

事業名 ＶＬＰフォーラム ～ 継ぎ、紡ぎ、繋げる、ＹＥＧの未来 ～ 

開催日時 令和４年 11 月 11 日（金）15:00～16:30 

開催場所 枚方市総合文化芸術センター本館大ホール 

対象者・定員 現地参加：850 名（会場収容人数 1468 名） 

当年度単会会長・次年度単会会長予定者・日本ＹＥＧ出向者・道

府県連会長・熱意ある会員 

オンライン参加：500 名 

事業目的 全国のＹＥＧメンバーに向けて「日本ＹＥＧ中期ビジョン 2018-

2022」を周知すると同時に、現行中期ビジョン検証の一環として

次代に求められるＹＥＧ活動のヒントを共有し、ＹＥＧの未来を

模索することを目的とします。 

事業概要 アンケート・ＶＬＰトレーニング・代表理事会議・秋の会長会議

など、事業により収集したデータ・ご意見をもとに「ＹＥＧの未

来」をテーマとした討論会を開催します。ハイブリッド開催と

し、オンライン配信においてもリアルタイムにて参加者の意見が

討論に反映される設営を行います。「現行中期ビジョンの検証結

果」「全国のＹＥＧ会員の声」をもとに、「日本ＹＥＧ中期ビジ

ョン 2023-2027」の骨子を発表します。参加することで、日本の

未来、地域の未来、ＹＥＧの未来、企業の未来について考え、自

単会の未来や活動のヒントとして持ち帰っていただけるような討

論を行います。 

主な内容 ・全国の単会・連合会のデータから見えるＹＥＧの現状を共有・

ＹＥＧの未来についての討論日本ＹＥＧ会長経験者や会長予定者

にご登壇いただき、ＹＥＧの未来について討論します。リアルタ

イムアンケートなど、登壇者だけでなく全員参加型の設営を行い

ます。・ビジョナリーシート（単会検証シート）の引き継ぎ単会

会長には、ビックデータ・討論者の意見を参考に、自単会のビジ

ョナリーシートを次年度単会会長へと引き継いでいただきま

す。・「日本ＹＥＧ中期ビジョン 2023-2027」の骨子発表 



初日研修 二部 

 

事業名 ＹＥＧフォーラム 2022 「選べる６つの研修事業」 

開催日時 令和 4 年 11 月 11 日(金)16:40～18:00 

開催場所 枚方市総合文化芸術センター本館： 

大阪府枚方市新町２－１－６０ 

枚方市総合文化芸術センター別館： 

大阪府枚方市新町２－１－５ 

ビィーゴ： 

大阪府枚方市岡本町７－１ 枚方ビオルネ５階 

対象者・定員 現地参加：700 名（会場収容人数 1468 名） 

当年度単会会長・次年度単会会長予定者・日本ＹＥＧ出向者・道

府県連会長・熱意ある会員 

オンライン参加：500 名 

 

 

担当委員会 広報ブランディング委員会 カテゴリ 企業経営・ブランディング 

事業名 公式アカウント運用×現役インフルエンサーが徹底解説！ 

成功に導く SNS ブランディング戦略 

開催場所 枚方市総合文化芸術センター本館  イベントホール 

事業目的 どの企業・単会でも欠かせない PR ツールである SNS。事業の価値を高

めるブランディング戦略に活かしていただくことを目的とする。 

事業概要 日本 YEG 公式 SNS アカウント運営者と現役インフルエンサーを講師に

迎え、SNS 運用の基本ステップやテクニックを解説し、ブランディング

戦略の一助とします。 

主な内容 ① SNS の特徴と概論、知っておくべきルール 

② SNS の選び方 

③ 事例紹介 

④ 質疑応答 

 

 

 

 

 

 



担当委員会 研修委員会 カテゴリ DX 推進 

事業名 『ＤＸの波に乗ろう‼』 

開催場所 大阪府枚方市 ビィーゴ 

事業目的 誰でも明日から取り組めそうな DX ツールを DX 導入成功例を交えなが

ら、紹介するこることで会員個人の資質の向上に寄与し、実際に取り組

んでいただくことを目的とする。 

事業概要 時代の進化はめまぐるしく、だれしもがデジタルの普及に便利さを覚え

たに違いないと思っております。しかし、時代は平成から令和にかけ

て、自分たちの予想をはるかに超えるスピードで世間はＤＸ化が進んで

います。そして、with コロナの時代において、DX 化はもはや我々青年

経済人にとって、必須項目だと言わんばかりにより加速しております。

そこで、DX をテーマに掲げ、全国の会員個人の資質の向上を図る研修

内容を提供します。 

主な内容 ・明日からＤＸに取り組んでみようと思ってもらえる全国の DX 成功例

を紹介 

・全国の YEG にとらわれず、地域の各団体、中小企業、行政などの DX

成功例を集め、紹介していく。 

・セミナー方式 

 

 

担当委員会 国際ビジネス委員会 カテゴリ 海外展開 

事業名 海外企業家から学ぶしくじり先生！ 

～これを聞けば海外ビジネスも怖くない～ 

開催場所 枚方市総合文化芸術センター本館 リハーサル室 

事業目的 実際に海外でビジネス展開している講師から成功例や失敗例を聴くこと

で国の情勢や国民性を学び、今後の海外ビジネスへの挑戦に役立つ一助

となることを目的とします。 

事業概要 今年度国際ビジネス委員会では一年を通し誰しもが海外にてビジネス展

開ができる仕組み作りに取り組みます。そこで本セミナーでは 3 人の講

師から実際の成功例や失敗例をオンライン形式で学び今後のビジネス展

開の一助とします。 

主な内容 ➀オンラインセミナー  

・アジア 3 ヵ国の日本人企業家から実際の成功例や失敗例を聴く。 

②質疑応答 

 

 



担当委員会 ビジネス活性化委員会 カテゴリ ビジネス活性 

事業名 ビジネス活性につながる事業 

開催場所 枚方市総合文化芸術センター別館 メセナホール 

事業目的 ビジネスの成功事例しくじり事例 

事業概要 ビジネスの成功事例しくじり事例 

・全国よりビジネスの成功事例（本業ではない事業）としくじった（失

敗した事業）を 2 名の方より発表いただき今後の自社業の発展に寄与す

る。 

・なぜその事業始めたのか、どのような原因で失敗したのかをご教授い

ただく。 

主な内容 講演会形式で発表いただき、各単会等へ落とし込んでいただく。 

 

 

担当委員会 組織活性化委員会 カテゴリ 単会活性化 

事業名 全国の単会から学ぶ組織の活性化 

開催場所 枚方市総合文化芸術センター別館 大会議室 

事業目的 日本ＹＥＧが知る全国の単会の取組や情報を発信する事で、参加頂く各

単会の更なる活性化を目的と致します。 

事業概要 全国の単会と情報交換や交流、またお悩みを抱える単会の解決を模索す

る中で集めた全国の単会の取組を発信致します。 

その後、参加頂く各単会会長の皆さんと意見交換することで単会の今の

問題点の解決を目指す。 

主な内容 日本ＹＥＧが蓄えた各地の単会の素晴らしい事業や取組と、今年度の単

会回訪問及び「ＹＥＧお悩み掲示板」にて投稿された課題解決の事案を

発表する。 

内容案 

会員拡大・出席率向上・単会の活性化・他単会交流・等 

 

 

担当委員会 政策提言委員会 カテゴリ 政策提言 

事業名 郷創塾 

開催場所 枚方市総合文化芸術センター本館 小ホール 

事業目的 商工会議所の目的の一つでもある政策提言について、全国の単会やメン

バーに対し少しでも触れて頂き興味を持ってもらうと共に、既に行って

いる単会に対しては事業を通じて新たな政策提言に取り組んで頂けるヒ

ントとなることを目的とします。 



事業概要 郷創塾は各地の YEG において、政策提言に対する興味や関心を抱いても

らうきっかけの場であると共に、提言活動の意義や目的、効果や具体的

方法を学ぶ場として、平成２９年度より毎年開催されている政策提言の

勉強会です。郷創塾の開講以降、全国の単会のいて政策提言に対する意

識が高揚し提言実施の気運も高まりつつありますが理論的な事柄につい

て多くの単会から質問が寄せられてきております。このような状況を踏

まえ、全国の単会の提言事例や進め方について知識を深めると共に、昨

年に引き続きウィズコロナ、アフターコロナを見据えた提言活動のあり

方についてもより深堀し、言及していきたいと思います。そして、各地

域の提言活動の一助となる内容にしていきます。 

主な内容 講義 講師 

平成２９年度：政策提言委員長 吉川正明 

平成３０年度：政策提言委員長 高久臣平 

令和元年度：政策提言委員長 梶谷昇平 

令和２年度：政策提言委員長 中村守 

令和３年度：みんなの政策提言委員長 古屋英将 

令和 4 年度：政策提言委員長 富樫雅道 

ファシリテーター：令和 4 年度政策提言委員会副委員長 伊藤祐尚 

テーマ：会長会議のアンケート集計結果の内容により決定いたします。 

 

 

２日目研修① 次年度研修 

開催日時 令和４年 11 月 12 日（土）9:30～12:30 

開催場所 パナソニックアリーナ 

対象者 次年度単会会長予定者・次年度道府県連会長 

 

 

２日目研修② 当年度研修 

第一部 

開催日時 令和４年 11 月 12 日（土）9:20～9:50 

開催場所 寝屋川市立市民会館 大ホール 

対象者 当年度単会会長・道府県連会長 

 

 



第二部 

担当委員会 ビジョン委員会 カテゴリ ビジョン 

事業名 新ビジョン策定会議 ～ 共に創ろう未来への道導 ～ 

開催日時 令和４年 11 月 12 日（金）10:00～12:00 

開催場所 寝屋川市立市民会館 諸会議室 

対象者 当年度単会会長・道府県連会長 

事業目的 前日のＶＬＰフォーラムにて発表された「日本ＹＥＧ中期ビジョ

ン 2023-2027」の骨子をもとに、全国の単会会長のみなさまか

ら、全国のＹＥＧのみなさまが今必要とされているＹＥＧ活動に

ついて議論し、今後のＹＥＧの活動方針や行動計画へのヒントを

得ることで、あらたな中期ビジョン策定につなげることを目的と

します。 

事業概要 ハイブリッド設営を行います。前日のＶＬＰフォーラムにて発表

された「日本ＹＥＧ中期ビジョン 2023-2027」の骨子について、

さまざまな検証データを用い、より深く考察を行います。骨子に

ついて理解を深めた上で、今必要とされているＹＥＧ活動につい

て、複数のテーマを設けグループディスカッションを行います。

ディスカッションで得た意見は「日本ＹＥＧ中期ビジョン 2023-

2027」の策定のヒントとさせていただきます。ご参加いただいた

会長のみなさまの意見が日本ＹＥＧの新ビジョン策定につながり

ます。また、グループディスカッションにおける同期他単会会長

の意見から多くの学びを得ることができます。 

主な内容 ・「日本ＹＥＧ中期ビジョン 2023-2027」の骨子についての考

察・「今必要とされているＹＥＧ活動」について、複数テーマで

のグループディスカッション 

 

２日目研修③ 事務局研修 

開催日時 令和４年 11 月 12 日（土）9:30～12:30 

開催場所 枚方市総合文化芸術センター イベントホール 

対象者 次年度単会会長予定者・次年度道府県連会長 

 

※2 日目研修④～⑩については別紙 


