
田尻苑 生活モットー

社会福祉法人 福岡ろうあ福祉会

明35.10 福岡県教育会代議員会に於て盲唖学校設置

調査委員を設け同36年10月同会に於て学校

設立を目的とする盲唖教育慈善会組織の件

を決議

明42.7.31 社団法人福岡県聾唖教育慈善会設立

明42.11.26 社団法人認可

明43. 1.10 私立福岡盲唖学校開校（福岡市因幡町１番

地（福岡県立高等女学校内））

大7.4 福岡市新開町２丁目２２番地 私立福岡盲

唖学校内に移転

大8.7.9 株式会社盲唖工芸品製作所が創立され本会

間接に之を幇助する

大11.3.22 皇后陛下の行啓を仰ぎ無上の光栄に浴した

大13.4.1 私立福岡盲唖学校を福岡県営に移管

大14.2.12 株式会社盲唖工芸品製作所財界不況のた

め採算不能となり解散し本会引継経営

昭6.4.1 福岡県立盲唖学校盲聾を分離し、福岡県立

聾学校となる

昭9.7.9 名称を社団法人福岡盲唖教育慈善会と改称

昭16.4.17 県立福岡聾学校校舎増築に伴い同行敷地狭

溢のため、本会建物全部を福岡市一本木町

100番地463坪83の敷地を買収し移転改築

昭18.1.20 福岡市一本木町100番地に移転完了

自昭3.2.11 この間、各年宮内省より御下賜金拝受並に

至昭17.2.11 内務、厚生大臣より奨励金下付

昭18.5.1 名称を社団法人福岡県聾唖慈善会と改称

昭18.11.5 創立35周年記念祝典

昭22.4.1 財団法人福岡県ろうあ工芸会を設置し聾唖

慈善会事業資産一切を引継経営

昭24.9.1 児童福祉法による､ろうあ児施設会心寮設置

認可

昭27.5.17 社会福祉法人福岡県ろうあ工芸会に組織変

更

昭34.9.2 厚生省告示266号を以て、身体障害者収容委

託施設認可

昭37.4.29 宮内庁より御下賜金拝受

昭38.4.17 施設建物老朽のため改増築工事着工、同39

年1月6日本館竣工、同39年6月10日別館竣工

同39年9月15日作業棟竣工

昭39.11.5 創立55周年記念祝典

昭42.10.1 通所開始

昭46.9.30 ろうあ児施設会心寮廃止。工芸会授産場収容

定員80名に変更、他に通所7名

昭50.11.3 縫製科長 平間正人、黄綬褒章を受く

昭54.11.26 創立70周年記念式典

昭56.11.3 木工科指導員 光安實、黄綬褒章を受く

11.16 新作業棟2階建1棟竣工

昭57.4.29 木工科長 黒瀬博一黄綬褒章を受く

平成元 施設移転開設厚生省認可

4.26 新施設用地西区田尻舞鶴高等学校跡地取得

（10,799平方米）

11.10 身体障害者福祉法制定40周年に当たり厚生大

臣より特別表彰を受く

平2.3.30 新施設建設工事竣工

4.27 身体障害者授産施設「福岡県ろうあ工芸会授

産場」閉所

5.1 重度身体障害者授産施設「工芸会ワークセン

ター」開所

10.4 創立80周年・施設開設記念式典

平3.4.1 法人名称「社会福祉法人福岡ろうあ福祉会」

と改称

4.29 木工科指導員 塩川健一黄綬褒章を受く

平4.2.29 聴覚・言語障害者養護老人ホーム田尻苑建築

工事竣工

4.1 聴覚・言語障害者養護老人ホーム田尻苑設置

認可・開苑

10.26 インドネシア国より視察訪問

平6.9.28 マレーシア国より視察訪問

平7.9.4 皇太子同妃両殿下行啓の栄に浴す

9.25 中国広州市より視察訪問

平8.4.1 利用者の高齢化及び障害の重度化・重複化に

備えて工芸会ワークセンターに従来の木工・

縫製・軽作業科に加えて軽作業２科を新設す

る

4.29 木工技術指導員 光安實勲六等瑞宝章を受く

9.24 韓国釜山市より視察訪問

平9.9.8 マレーシア国より視察訪問

平11.11.26 福岡ろうあ福祉会90周年記念式典

平12.5.1 工芸会ワークセンター認可開設10周年記念式

平13.11.2 聾者のための指導者コース（アジア・太平洋

諸国）研修員視察来会

平14.1.1 田尻苑開苑10周年記念式

平15.4.1 工芸会ワークセンター支援費制度移行、身体

障害者授産施設指定を受く

7.1     工芸会ワークセンター通所定員19名に変更

平15.11.3 工芸会ワークセンター施設長補佐 龍忠昭瑞宝

双光章を受く

平18.4.1 養護老人ホーム制度改正

平18.10.23 工芸会ワークセンターが指定障害者支援施設

の指定を受く

平20.10.6 全国社会福祉協議会(設立100周年)より法人

の功績に対し表彰を受く

平21.11.26 法人創立100周年記念式典

平22.4.1 障害者支援施設「工芸会ワークセンター」

開所

平22.4.29 理事長 友池一寛瑞宝中綬章を受く

社会福祉法人 福岡ろうあ福祉会

聴覚・言語障害者 養護老人ホーム田尻苑

〒819-0383 福岡市西区大字田尻2542番地
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・ 生け花

・ 絵画
・ 筆ペン

・ 絵手紙
・ ペン字

・ 手話ダンス
・ 習字クラブ

・ 3B体操

・ フラダンス
・ ヨガ

・ 園芸
・ メイク

ﾗ ブ 動活

４月 田尻苑開苑記念日

観桜会

５月 日帰り旅行

料理教室

６月 西ブロック交換大会

健康教室

田尻苑発表会

７月 七夕

夏祭り

選択食

８月 体力測定会

９月 健康診断

敬老祝賀会

日帰り旅行

10月 合同レクリエーション大会

料理教室

健康教室

稲刈り

芋堀り 11月 選択食

ワークセンター祭り

作品展

全国高齢聴覚障害者

利用者交流会

干し柿つくり

12月 クリスマス・忘年会

餅つき

1月 新年祝賀会

鏡開き

拡大友愛の会

2月 節分豆まき

選択食

3月 健康診断

ひな祭り

選択食

本法人１００年の歴史と先人の崇高な人間愛を受け継ぎ、利用者とともに、利用者の

ために、利用者の「生きがいとやすらぎ」を創りだす施設として、また５０人の利用者の皆

さんがそれぞれ銘々等しく楽しいと思って生活されることを目指します。

ご利用対象者

６５歳以上の聴覚・言語障害者で身体障害者手帳の交付を受けており、環境上の理由及び経済的理

由により家庭での生活に手助けが必要な方。

（６５歳未満の方でも必要があると認められた場合は入所可能です。）

田尻苑 生活モットー

ご利用手続き方法

お住まいの福祉事務所、市町村役場の高齢者担当係にてご相談ください。なお、施設見学、ご相談も

随時行っております。

ご利用料

月々の利用料については、ご利用対象者及び扶養義務者の収入に応じて負担金がかかります。負担

金は福祉事務所、市町村役場の高齢者担当係にて決定されます。
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その他行事

◇毎週火曜日 友愛の会（施設自治会）

◇毎月 １回 誕生会

◇毎月 ２回 訪問理髪

◇ 偶 数 月 ショッピング
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田尻苑 生活モットー

社会福祉法人 福岡ろうあ福祉会

明35.10 福岡県教育会代議員会に於て盲唖学校設置

調査委員を設け同36年10月同会に於て学校

設立を目的とする盲唖教育慈善会組織の件

を決議

明42.7.31 社団法人福岡県聾唖教育慈善会設立

明42.11.26 社団法人認可

明43. 1.10 私立福岡盲唖学校開校（福岡市因幡町１番

地（福岡県立高等女学校内））

大7.4 福岡市新開町２丁目２２番地 私立福岡盲

唖学校内に移転

大8.7.9 株式会社盲唖工芸品製作所が創立され本会

間接に之を幇助する

大11.3.22 皇后陛下の行啓を仰ぎ無上の光栄に浴した

大13.4.1 私立福岡盲唖学校を福岡県営に移管

大14.2.12 株式会社盲唖工芸品製作所財界不況のた

め採算不能となり解散し本会引継経営

昭6.4.1 福岡県立盲唖学校盲聾を分離し、福岡県立

聾学校となる

昭9.7.9 名称を社団法人福岡盲唖教育慈善会と改称

昭16.4.17 県立福岡聾学校校舎増築に伴い同行敷地狭

溢のため、本会建物全部を福岡市一本木町

100番地463坪83の敷地を買収し移転改築

昭18.1.20 福岡市一本木町100番地に移転完了

自昭3.2.11 この間、各年宮内省より御下賜金拝受並に

至昭17.2.11 内務、厚生大臣より奨励金下付

昭18.5.1 名称を社団法人福岡県聾唖慈善会と改称

昭18.11.5 創立35周年記念祝典

昭22.4.1 財団法人福岡県ろうあ工芸会を設置し聾唖

慈善会事業資産一切を引継経営

昭24.9.1 児童福祉法による､ろうあ児施設会心寮設置

認可

昭27.5.17 社会福祉法人福岡県ろうあ工芸会に組織変

更

昭34.9.2 厚生省告示266号を以て、身体障害者収容委

託施設認可

昭37.4.29 宮内庁より御下賜金拝受

昭38.4.17 施設建物老朽のため改増築工事着工、同39

年1月6日本館竣工、同39年6月10日別館竣工

同39年9月15日作業棟竣工

昭39.11.5 創立55周年記念祝典

昭42.10.1 通所開始

昭46.9.30 ろうあ児施設会心寮廃止。工芸会授産場収容

定員80名に変更、他に通所7名

昭50.11.3 縫製科長 平間正人、黄綬褒章を受く

昭54.11.26 創立70周年記念式典

昭56.11.3 木工科指導員 光安實、黄綬褒章を受く

11.16 新作業棟2階建1棟竣工

昭57.4.29 木工科長 黒瀬博一黄綬褒章を受く

平成元 施設移転開設厚生省認可

4.26 新施設用地西区田尻舞鶴高等学校跡地取得

（10,799平方米）

11.10 身体障害者福祉法制定40周年に当たり厚生大

臣より特別表彰を受く

平2.3.30 新施設建設工事竣工

4.27 身体障害者授産施設「福岡県ろうあ工芸会授

産場」閉所

5.1 重度身体障害者授産施設「工芸会ワークセン

ター」開所

10.4 創立80周年・施設開設記念式典

平3.4.1 法人名称「社会福祉法人福岡ろうあ福祉会」

と改称

4.29 木工科指導員 塩川健一黄綬褒章を受く

平4.2.29 聴覚・言語障害者養護老人ホーム田尻苑建築

工事竣工

4.1 聴覚・言語障害者養護老人ホーム田尻苑設置

認可・開苑

10.26 インドネシア国より視察訪問

平6.9.28 マレーシア国より視察訪問

平7.9.4 皇太子同妃両殿下行啓の栄に浴す

9.25 中国広州市より視察訪問

平8.4.1 利用者の高齢化及び障害の重度化・重複化に

備えて工芸会ワークセンターに従来の木工・

縫製・軽作業科に加えて軽作業２科を新設す

る

4.29 木工技術指導員 光安實勲六等瑞宝章を受く

9.24 韓国釜山市より視察訪問

平9.9.8 マレーシア国より視察訪問

平11.11.26 福岡ろうあ福祉会90周年記念式典

平12.5.1 工芸会ワークセンター認可開設10周年記念式

平13.11.2 聾者のための指導者コース（アジア・太平洋

諸国）研修員視察来会

平14.1.1 田尻苑開苑10周年記念式

平15.4.1 工芸会ワークセンター支援費制度移行、身体

障害者授産施設指定を受く

7.1     工芸会ワークセンター通所定員19名に変更

平15.11.3 工芸会ワークセンター施設長補佐 龍忠昭瑞宝

双光章を受く

平18.4.1 養護老人ホーム制度改正

平18.10.23 工芸会ワークセンターが指定障害者支援施設

の指定を受く

平20.10.6 全国社会福祉協議会(設立100周年)より法人

の功績に対し表彰を受く

平21.11.26 法人創立100周年記念式典

平22.4.1 障害者支援施設「工芸会ワークセンター」

開所

平22.4.29 理事長 友池一寛瑞宝中綬章を受く
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