
※ADカードには、QRコードが入っています。
　総会期間中、以下の会場入口にて、QRコードの
　読み取りを行いますので、ご提示をお願いします。
　●2/23(木) 総会1日目
　●2/24(金) 総会2日目
　●2/25(土) 総会3日目
　●2/23(木)
　 （ウエルカムパーティー）
　●2/26(日)
　 （フェアウェルパーティー）
また、2/26(日）の大阪マラソン会場においても、
AIMS総会大阪のADカードで、視察エリアへの入場
が可能ですので、忘れず携帯してください。
※視察エリアには、エリアコントロールのため、
　ADカードで入れないエリアもあります。

□ADカード 　□参加賞バッグ　□受付セット 
受付では、下記のウエルカムバッグを受け取ってください。

第23回AIMS総会大阪2023
the 23rd World Congress of AIMS OSAKA 2023

2023年2月23日（木）～ 25日（土）
会　場 ホテル ニューオータニ大阪
主　催 AIMS総会大阪2023実行委員会
　　　 （大阪府、大阪市、公益財団法人 大阪陸上競技協会）
共　催 AIMS（国際マラソン・ディスタンスレース協会）

参加のご案内

■ 総会受付について
AIMS世界総会に参加される方は、総会受付を必ず行ってください。
■場 所 総会会場「ホテルニューオータニ大阪」
 　　　　●2/22(水）：１FのE玄関付近
　    　 ●2/23(木）以降：２F「総会会場：鳳凰」前

AIMS加盟大会のTシャツおよびメダルをご持参ください。
ご持参いただいたTシャツおよびメダルは、AIMS総会大阪開催中、会場内に展示します。
終了後は、AIMS博物館（ドイツ・ベルリン）に寄贈します。
各加盟大会のTシャツおよびメダルの展示は、AIMS総会参加者の皆さまの交流を促進させる重要なツールとなりま
すので、お忘れなくご持参ください。

■ Tシャツとメダルの展示について

AIMS総会大阪のプログラムは英語で進行されます。
日本語通訳が必要な方は、会場後方にて同時通訳イヤホンを貸出しております。
貸出にはADカードのご提示が必要です。
ご利用の方は1日毎に必ず返却をお願いします。
※同時通訳はステージ登壇者の日本語訳のみとなります。

■ 同時通訳用イヤホンの貸出について
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総会に関するお問い合わせ先　email：info-osaka@aimsworldcongress2023.jp



昼 食  ●2/23（木）総会1日目　
　　　　ランチボックスが提供されます。軽食ですので、不足する方は、ご自身で準備ください。
夕 食  ●2/23(木）総会1日目 ウエルカムパーティー　●2/26(日)のフェアウェルパーティー　
　　　　ビュッフェスタイルで提供されます。上記以外の食事の提供はありません。

■ 食事について

●ウエルカムパーティー
　2/23(木）総会1日目　19:00～ホテルニューオータニ大阪２F　鳳凰（総会会場の隣）で開催されます。
　地元大阪の高校生の和太鼓と書道のコラボパフォーマンスや、
　OSK日本歌劇団によるレビューショーなど、日本・大阪文化を楽しんでください。
　ビュッフェスタイルの食事も提供されます。

●フェアウェルパーティー
2/26(日）大阪マラソンの後 19:00～ホテル モントレ  ラ スール大阪（ニューオータニ大阪から 徒歩3分）
の14階で開催されます。
　各国から、参加されているAIMSメンバーとの交流、お別れの時間を楽しんでください。
　新理事の方のスピーチや、次回総会会場の説明なども予定しています。
　ビュッフェスタイルの食事も提供されます。

■ ウエルカムパーティー＆フェアウェルパーティー

AIMS加盟大会には、AIMS理事選挙の投票権が1大会1票あります。
総会1日目の午後に、AIMS理事立候補者のプレゼンテーションがあります。
総会3日目の午前に、AIMS理事投票選挙があります。
　次の任期を担うAIMS理事に投票をしましょう。

■ AIMS理事選挙

AIMS加盟大会には、AIMS世界総会開催地選挙の投票権が1大会1票あります。
総会1日目の午後に、第24回AIMS世界総会の候補大会のプレゼンテーションがあります。
総会3日目の午前に、第24回AIMS世界総会の候補大会の投票選挙があります。
　第24回AIMS世界総会の開催大会に投票をしましょう。

■ 第24回AIMS世界総会 開催地選挙

2023年 2月 23日（木）
09:00 歓迎の言葉
09:20 AIMS 進捗報告と総会テーマ―AIMS会長
09:45 AIMS 財務報告
10:00 AIMS 広報報告
10:15 AIMS マーケティング報告
10:30 コーヒーブレイク
11:00 プレゼンテーション① 『走ることについて』　
  　山中伸弥 〈京都大学 iPS 細胞研究所 名誉所長〉
11:45 プレゼンテーション② 『コロナ後のランニングの復活』 
  　Kathrin Widu 〈ウィーンシティマラソン（オーストリア）エグゼクティブディレクター
12:30 昼食 ランチボックス
14:00 対話型セッション  『コロナ危機からの学び』
16:00 コーヒーブレイク
16:30 理事選挙立候補者プレゼンテーション
17:00 第 24回 AIMS 世界総会開催（2024/25 年）候補地プレゼンテーション
17:30 AIMS 定款改定
19:00 ウエルカムパーティー・おもてなし企画

2023 年 2月 24日（金）
09:00 AIMS テクニカル報告
09:15 AIMS チルドレンレース・女性委員会報告
09:30 AIMS ミュージアムレポート
09:45 AIMS パートナープレゼンテーション
10:45 コーヒーブレイク
11:15 プレゼンテーション③ 『マラソンの未来：大阪及び日本におけるイノベーション』 
    竹内 章  〈AIMS総会大阪実行委員長〉
11:50 プレゼンテーション④ 『新型コロナウイルスがランニング界に与えた影響と今後への思い』  
    Michael Nishi 〈Bank of America シカゴマラソン（アメリカ）チーフオペレーティングオフィサー〉
12:30 移動 （大阪城背景、撮影場所まで徒歩 )
12:50 集合写真
13:30 昼食 （各自）
14:30 パネルディスカッション 『コロナ後の環境で大会を収益化する方法』
　　　　　　　　　　　　　　　　 早野 忠昭 〈東京マラソンレースディレクター〉　フェルナンド 〈サンティアゴマラソン レースディレクター〉
15:15 プレゼンテーション⑤ 『開催都市との関係改善』 
    Branislav Koniar 〈コシチェマラソン（スロバキア）レースディレクター〉
16:00 コーヒーブレイク
16:30～17:15
 プレゼンテーション⑥ 『大阪・関西万博とマラソン』
    髙科 淳 〈公益財団法人2025年日本国際博覧会協会　理事・副事務総長〉  
※20:00～ 映画上映 「42.195km 」AIMS 後援映画  ※自由参加

2023 年 2月 25日（土）
09:00 定款改定
09:30 総会候補地振り返り（各 3分）・投票
10:00 理事選挙投票
10:30 開票結果発表
11:00 コーヒーブレイク
11:30 閉会の挨拶
14:15 記者会見

2023 年 2月 26日（日）
09:15 大阪マラソン（自由視察）
19:00 フェアウェルパーティー

総会プログラム　2023年2月23日（木）～2月25日（土）
第23回 AIMS総会大阪2023 『ランニングの未来デザイン』

大阪マラソン2023は、2月26日（日）9:05スタートで開催されます。
男女エリートランナーを含む、32,000人以上の参加を予定しています。
　AIMS総会会場のホテルニューオータニ大阪に隣接している、大阪城公園がスタート＆フィニッシュです。
　AIMSメンバーは総会のADカードが大阪マラソンのパスにもなります。
　AIMS総会のADカードで、観戦できるエリアへは入場が可能です。
　（入場規制されており、入場不可のエリアもあります）
　また、地下鉄を利用して、コースのポイントを何カ所か観戦も可能です。
　大阪マラソンコースマップをご参照ください。

■ 大阪マラソン視察

大阪マラソン
コースマップ


