
鳥嶋指導員（金属加工技術科）インタビュー

ポリテクセンター福岡は、八幡西区穴生に所在し、新た

な職業に必要な専門的知識と実践的な技能・技術の習

得ときめ細かい就職指導により、求職者の方々が希望の

職種へ早期就職するための訓練を行っています。

また、事業主等のみなさまが従業員の人材育成のため

にご利用できる、能力開発セミナーや指導員派遣などを

行っています。

溶接の魅力に迫る特集

ポリテクセンター福岡のフリーペーパー
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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公共職業訓練の８月生募集

施設見学会に参加してみませんか？



大学で初めて溶接を学び、本格的にはじめて

35年になります。職業訓練指導員（以下「指

導員」といいます）になったとき、はじめは塑性加

工科で板金作業※などを担当していました。その

当時たまたま参加した研修で、知り合った大分

の先輩指導員が、大手製鉄会社に勤務されて

いた方で、溶接のスペシャリストだったんです。そ

の先輩とは同じ研修を受講することが多くあり、

いろいろと話をするうちに先輩のような溶接のス

ペシャリストになりたいと思ったことが溶接の指導

をするようになったきっかけでした。そして、その先

輩とは大分に異動になったことをきっかけに再会

し、溶接のイロハを教えてもらいつつ、離職者や

在職者のための訓練を担当しながら、自己研鑽

を積んで今までやってきました。同じことを35年も

やっているわけですから、正直、たまに苦しいなと
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思うこともあるんですけど、自分が指導している訓

練受講者が上達し、喜んでいる姿を見たり、自

己研鑽を繰り返し昨日できなかったことができる

ようになったりすればそれを上回る喜びを感じます。

先にも言いましたが、溶接の仕事は社会貢献

度の高い仕事です。仕事では厳しい環境で作

業をしなければならない場合もありますが、終え

たときには、何ものにも代えがたい達成感や充実

感を感じることができる魅力ある仕事です。

溶接の仕事に携わるには、最低限必要な資

格があります。自分で講習を受講して資格を取

得しようとすると、一般的に数十万円の費用が

かかりますが、ポリテクセンター福岡の金属加工

技術科では、無料（テキスト代実費）で取得

することができます。溶接業界で就職をする上で

は大きなアドバンテージになります。

最後に、金属加工技術科の訓練受講者は

初心者の方ばかりですので、受講を検討して迷

われている方は、安心してお申し込みください。

初心者にも対応したわかりやすいカリキュラムに

なっていますし、座学よりも実技が多いので、しっ

かりと技能を身につけることができます。

皆さんのやる気を受け止めます！

新しい自分を発見しましょう！

皆さんのやる気を受け止めます！

溶接は人の命を支える仕事

先輩との出会いで溶接の道へ

新
し
い

自
分
を
発
見

時間を忘れるほどのめりこめる

ポリテクセンター福岡の金属加工技術科は、

溶接技術を習得する訓練コースです。これまで

に訓練を受講した修了生の多くは、機械製造、

プラント配管、製鉄、造船、またそれらのメンテナ

ンス業などで溶接技術者として活躍しています。

溶接技術は多くの分野で活用されて、いずれも

人が快適に生活していくうえで欠かすことができ

ない技術ですし、社会貢献度の高い仕事、人

の命を支えている仕事だと考えています。溶接の

欠陥などが事故を引き起こすこともありますので、

訓練受講者にはしっかりと技術を身に付けて就

職してほしいと思い指導しています。

👈 溶接の訓練は、理論を説明し、実

際に手本を見せ訓練受講者がそれを

実践する形で進む。一朝一夕に技術を

習得することは難しいため、溶接条件

（電流、ガスなど）、溶接時の熱で形

状がひずまないようにするにはどうすべき

か常に考えるよう指導している。

☝出身は愛媛県新居浜市。新卒で熊本技能開

発センター（現 ポリテクセンター熊本）に配属に

なり、以降、中国、四国、九州地区のポリテクセン

ターで溶接を指導し、平成28年からポリテクセン

ター福岡に勤務。趣味はcookpadで料理を覚え

て、週末、家族に手料理をふるまうこと。

訓練では、指導員の手本作業を見てもらい、

作業のポイント等を説明したうえで、それぞれが

溶接のブースに入り、黙々と練習します。

実際の溶接の仕事も同じで、目の前の製品と

一人向き合って作業を進めます。集中すると時

間の経過を忘れるくらいです。そういう意味では、

寡黙に一つのことにのめりこみ集中できる人、凝

り性な人が溶接の仕事に向いているのかもしれ

ません。

■ キャリア、溶接指導を志したきっかけは？

■ 金属加工技術科でめざす就職先は？

■ 金属加工技術科の訓練は？

■ 受講を検討している人へメッセージを。

※板金作業・・・板状の金属材料を切断、穴あけ、折り曲げなど

の加工をして製品を作成する作業のこと。



と思っています。現在一つしか資格はありません

が、私も先輩のように複数の資格を取って二人

前三人前の働きができるよう頑張りたいです。

幸い良き先輩、上司に恵まれ、また女性が生

き生き活躍できる職場なので大変働きやすいで

す。 溶接は、奥が深くポリテクでは基礎の基礎

を教わりました。今後はもっともっと上をめざしたい

と思っております。

金属加工技術科

金属加工技術科では、溶接の仕事をする上で欠かせない資格取得をはじ

めとして、作業を安全に行うための技能と知識を習得します。また、溶接のほ

か、薄板板金の精密曲げ作業といった板金の技術も習得します。

取得可能な資格
ナンバー１

■ 製造業 ■造船業 ■建設業

● ガス溶接技能講習修了証（福岡労働局長登録教習機関第2号満了日2024.3.30）

● 玉掛け技能講習修了証（福岡労働局長登録教習機関第15号満了日2024.3.30）

● クレーン運転（5t未満）特別教育修了証

● アーク溶接等業務に係る特別教育修了証

● 自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育修了証

受講者の声

時間割

時 限 時 間 休 憩

1 9：10～10：00 10

2 10：10～11：00 10

3 11：10～12：00 50

4 12：50～13：40 10

5 13：50～14：40 10

6 14：50～15：40

・ 技能講習、安全教育の訓練時は時間割が変わります。

・ 訓練は平日に実施します （土日祝はお休み）

・ 平日についても訓練休の日があります

・ 次の期間は全科、訓練休です

➡ 8月10日（水）～8月16日（火）

➡ 12月29日（木）～1月 4日（水）

主な就職先

８月入所生

募集中

訓練受講によ り取得でき る資格

こ ん な方にお すすめ

● 溶接全般に関する技術・技能を身に付けたい方

● 向上心があり、ものづくりに興味のある方

● 設備の定期的な修理に伴う溶接や部品製作の仕事

に就きたい方

企業からの指名求人の多さも魅力的

８月入所生募集締切 ７月７日（木）まで
管轄のハローワーク訓練担当窓口にお申し出ください。

☝ 広い実習場には溶接ブースが整然と並ぶ☝ 訓練を受講中のみなさんと鳥嶋指導員

（在所生の声）

■ 丁寧に指導していただいて、できなかったこと

が少しずつできるようになってきました。溶接工を

めざせる、資格を取得できるという点で受講を決

意しました。

■ 経験するまでは、アバウトなイメージであった

ものが実際に体験学習することで、よりリアルにわ

かり、次の仕事へのイメージも膨らみました。

また、前職では知り合うことのなかったいろいろな

人と知り合えたことは良かったと思います。

（修了生の声：Hさん）

■ 私の前職は、企業の事務職でした。

今取り組んでいることは前職とは全く畑違いなので

すが是非とも技術を身につけたいという一心からポ

リテクセンターでの溶接の訓練を受講するようにし

ました。

まだまだ先輩方の足元にもおよびませんが、いず

れ一人前の女性溶接士としてバリバリ活躍したい

金属加工技術科公式HP



■ ポリテクセンターってどんなところ？

■ 訓練中の雰囲気は？

■ どんなことが学べるの？

■ どんな機器があるの？

８月 3日，24日 １２月 7日，21日

９月 14日，28日 １月 11日，25日

１０月 12日，26日 ２月 8日，22日

１１月 9日，22日 ３月 8日，22日

JR小倉駅 >> 🚋🚋🚋 >> JR陣原駅
（鹿児島本線普通）

約２5分
小倉駅 8:25発⇒陣原駅 8:46着

JR門司駅 >> 🚋🚋🚋 >> JR陣原駅
（ＪＲ鹿児島本線）

約２8分
門司駅 8：13発⇒陣原駅 8:46着

JR下関駅 >> 🚋🚋🚋 >> JR陣原駅
（山陽本線・鹿児島本線普通）

約４０分
下関駅 8:０７発⇒陣原駅 8:４６着

JR千早駅 >> 🚋🚋🚋 >> JR陣原駅
（鹿児島本線快速・普通乗継）

約５５分
千早駅 ７:５０発⇒陣原駅 8:４６着

JR博多駅 >> 🚋🚋🚋 >> JR陣原駅
（鹿児島本線快速・普通乗継）

約６5分
博多駅 ７:４１発⇒陣原駅 8:４６着

JR春日駅 >> 🚋🚋🚋 >> JR陣原駅
（鹿児島本線快速・普通乗継）

約80分
春日駅 ７:２７発⇒陣原駅 8:４６着

JR行橋駅 >> 🚋🚋🚋 >> JR陣原駅
（日豊本線快速・鹿児島本線普通）

約41分
行橋駅 7:57発⇒陣原駅 8:43着

JR直方駅 >> 🚋🚋🚋 >> JR陣原駅
（福北ゆたか線）

約２5分
直方駅 8:０３発⇒陣原駅 8:３０着

JR飯塚駅 >> 🚋🚋🚋 >> JR陣原駅
（福北ゆたか線）

約52分
飯塚駅 7:38発⇒陣原駅 8:30着

当センターまでの所要時間
陣原駅からポリテクセンター福岡🏢（徒歩）約15分 自家用車🚗通所もOK!

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

福岡支部 福岡職業能力開発促進センター

ポリテクセンター福岡

訓練第一課

☎ 093-641-6909
北九州市八幡西区穴生3丁目5番1号

令和4年度の開催予定日

７月は１３日(水)・２７日(水)に実施

■ 受講料無料

■ 基礎から学べる

■ 実践的な訓練内容

■ 充実した実習機材

■ きめの細かい就職支援

ポリテクの訓練の特徴

ポリテクの訓練を見学してみませんか？

疑問を解消して訓練受講

施設見学会のスケジュール

５つのポイント

ポリテクセンター福岡で実施している公共職業訓練（求職者向け職業訓

練）を見学してみませんか？施設見学会では、ポリテクセンター福岡の訓練

全般のこと、就職支援のこと、入所選考のこと、日々の生活の様子などにつ

いてお話しします。見学は全10コースのうち、参加するみなさまそれぞれが興

味のある2コースを選択し、担当指導員による詳しい訓練の説明と実際の訓

練の様子を見学することができます。どのコースを受講しようか悩んでいる方

はぜひご参加ください。

予約不要・何回でも参加できます

受 付 １３：００～１３：３０

概要説明 １３：３０～１４：００

施設見学 １４：１０～１５：３０

令和4年7月1日発行

※ 日程が合わない方には個別の見学会を実施します。下記の連絡先にお電話ください。


