
山路を登りながら

講座実施場所

■講座実施機関／
　  一般社団法人 福岡経営者労働福祉協会
   福岡市南区塩原4-13-10  TEL（092）555-5822

中高年求職者向け

今年度実施予定［ 福岡地域 2回 ・ 筑後地域、北九州地域、筑豊地域 各1回 ］
受講対象者（下記内容に全て該当する方）
□ おおむね40歳以上、ただし64歳までの求職者で、資格取得を目指し、講座を修了する
　 意思のある方 ※パート・アルバイトに従事の方は可
□ フォークリフトの資格取得後、業界への早期就職を目指している方 
□ 本講座の実施スケジュールに全て参加できる方（遅刻、早退、欠席は認められません）
　 ※雇用保険認定日が受講日に重なる方には「受講証明書」を発行します。
□ 約３ケ月後に行う就職状況アンケートをご提出いただける方

運転技能
講　　座フォークリフトフォークリフト

受講料・テキスト代無料

年2021

年 月 日■2021 8 5

月 日■ 必着8 4
名20 応募者が定員を超えた場合は

抽選とさせていただきます。

※抽選結果は当選者のみ、
　電話にてご連絡いたします。

対象者は、裏面の「受講申込書」に必要事項を記入の上、切り取らずに
郵送またはFAXにて送付いただくか、福岡県中高年就職支援センター
のホームページにある「申込フォーム」からお申込みください。
※電話・メールでの受け付けはしておりません。

水

木

年 月 日■～2021 8 18 水 日■、20 金 月 日■～8 24 火 日■26 木

※抽選日の午後4時までに受講意思の確認が取れない方については、
　当選無効とさせていただきますので、予めご了承ください。

※但し受講に係る交通費等はご負担いただきます。
　受講日の昼食は各自でご用意ください。

※日程はコースによって異なります。

無料 
受講が決定された方のみ電話連絡とさせていただきます。
必要書類や注意事項については電話にてお知らせいたします。

テキスト代も無料

福岡県緑化センター
久留米市田主丸町益生田1125
※同敷地内に無料駐車場を準備しています。

ホームページ：https://www.tsc-f.net 詳しい申込方法は裏面をご覧ください

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-1-33 はかた近代ビル５F

福岡県中高年就職支援センター  （福岡労働局・ハローワーク、福岡県）

福岡県中高年就職支援センター内
公益社団法人 福岡県雇用対策協会

※本講座は、厚生労働省の委託を受けて、「公益社団法人 福岡県雇用対策協会」が運営するものです。

092-477-6088TEL 092-477-6091FAX 講座やイベントなどの最新情報をお知らせします。
右のQRコードを読み取り、LINEで「友だち」
登録してください。

中高年就職支援センター
LINE 公式アカウント

主  催

本チラシ裏面「受講コースについて」の各コース内容をご確認のうえお申込みください。
但し、内容確認後、コースの変更が生じることがありますので予めご了承ください。
受講にあたっては、 遅刻・早退・欠席は認められません。
※本講座で得た個人情報については「中高年就職支援センター事業」「取得資格免許の管理等」以外では使用しません。

申込締切日

定 員

申 込 方 法

抽 選 日

受 講 料

抽 選 結 果

注 意 事 項

受 講 期 間

新型コロナウイルス感染状況によっては、中止または延期となることがあります。

筑後地域

（受講申込書に必ず連絡がつく電話番号を記入してください）
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倉庫や工場、港湾など、様々な
場所で活かせる「フォークリフト
運転技能講習修了証」の資格を
取得することを目指す講座です。
座学による学科とともに、実際
にフォークリフト（カウンター式
タイプ）を使った実技を学びます。
フォークリフトには、最大荷量
「1トン未満」と「1トン以上」の2種
類の資格があり、操作は資格保
持者しか行えません。本講座は
技能講習であり、修了者は1トン
以上を含む、全てのフォークリフト
を操作することができます。
資格取得が、仕事の選択肢を増や
すことにつながります。

運転技能
講　　座

定
員 名20中高年求職者向け
受講料無料フォークリフト
フォークリフト
運転技能講座とは

受講申込書

◎表面の「受講対象者」の項目全てに該当する方のみ、お申込みいただけます。
◎1名につき1枚の申込みとさせていただきます。　◎電話・メールでの受け付けはしておりません。

◎受講が決定された方のみ、電話連絡とさせていただきます。
※抽選日の午後4時までに受講意思の確認が取れない場合、当選無効となります。

下記の受講申込書に必要事項を
記入の上、用紙を切り取らずに
FAXまたは郵送にて送付ください。

FAX・
郵送で

福岡県中高年就職支援センターの
ホームページにある「申込みフォーム」
からお申込みください。

ホーム
ページ
から

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-1-33 はかた近代ビル５F　●TEL.092-477-6088　●ホームページ：https://www.tsc-f.net

福岡県中高年就職支援センター内
公益社団法人 福岡県雇用対策協会 092-477-6091

筑後地域

申込み締切日

開講式・就職支援セミナー（全コース共通）※開講式・就職支援セミナーに不参加の場合は受講不可

11時間コース

31時間コース
35時間コース

受講コースについて（各コース内容をご確認のうえ、お申し込みください）
◯大型特殊自動車運転免許（カタピラ付限定は不可）保有者
◯大型特殊自動車運転免許（カタピラ付限定）・大型・中型・普通自動車運転免許の保有者で
　特別教育修了後1t未満のフォークリフト運転経験3ヶ月以上の経験者　（※経験証明書等が必要となります）
◯大型特殊（カタピラ付限定）・大型・中型・普通自動車運転免許のいずれかの保有者でフォークリフトの運転経験のない方
◯自動車運転免許のない方で、フォークリフトの運転経験のない方

※但し、内容を確認後、コースの変更が生じることがありますので、予めご了承ください。（変更が生じた場合は、前もってご連絡いたします）

全コース共通
集合時間
10時00分 8月18日（水）

受　付
開講式
就職支援セミナー

10時10分～10時30分
10時30分～10時50分
11時00分～12時00分

日　程 内　容 時　間

11時間コース

31時間コース

35時間コース

8月19日（木）

8月19日（木）
8月26日（木）

8月19日（木）

8月20日（金）
8月24日（火）
8月25日（水）
8月26日（木）
8月18日（水）

8月20日（金）
8月24日（火）
8月25日（水）
8月26日（木）

学科
学科試験
実技：実技試験・修了式
学科
学科試験
実技
実技
実技
実技：実技試験・修了式
学科
学科
学科試験
実技
実技
実技
実技：実技試験・修了式

9時00分～17時00分
17時05分～18時05分
9時00分～16時00分
9時00分～17時00分
17時05分～18時05分
9時00分～16時30分
9時00分～16時30分
9時00分～16時30分
9時00分～16時00分
12時50分～17時00分
9時00分～17時00分
17時05分～18時05分
9時00分～16時30分
9時00分～16時30分
9時00分～16時30分
9時00分～16時00分

頃

頃

頃

コース別 日　程 内　容 時　間

申込み
方　法

抽選結果

2021 必着 月 日●8 5 木月年 日●8 4 水 抽選の場合の抽選日

※本講座で得た個人情報については「中高年就職支援センター事業」「取得資格免許の管理等」以外では使用しません。

氏　　名
生年月日
昭和　 　　年　 　　月　　 　日（　　　歳）

住　　所

□にチェックを入れてください。

※□にチェックを入れてください。

□　表面の「受講対象者」であることを確認し、受講を申し込みます。

現在の状況
本講座を何で
知りましたか？

※必ず連絡がつく番号をご記入ください

※複数回答可

（　　　　　）　　　　　ー電話番号

（　　　　　）　　　　　ー携帯電話

1. パート・アルバイト　　2. 求職中　　3. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

希望のコース □ 11時間コース　　□ 31時間コース　　□ 35 時間コース

1. チラシを見て　　 2. 当センターホームページ 　　3. SNS（メルマガ・LINE）
4. ハローワークの相談員　　5. 市町村の広報誌　　6. 知人の紹介　7. その他（　　　　　 　　　）

フリガナ

〒

お問合せ
お申込み

申込書送付
FAX番号


