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の嬉しい声
たーくさんいただいています！

豊富な木質化事例はこちら

木質化園内

魂の入った仕事に
喜びを感じています！

山手幼稚園  野田部先生
吹田市 学校法人 岡辻学園 

子どもたちにモノづくりの現場を見せ
てあげるチャンスって意外となくて、
安全に留意しながら、大工作業を見せ
てあげたいとずっと思っていました。

東野材木店さんは、作業しながら
「○○しているんだよ」「何に
なると思う？」などと話しかけ

ながら、作業を子どもたちに見せて
くれました。

魂で仕事をする方には魂
で対応したい。魂同士の
コミュニケーションには

楽しさもあるし、出来上がった時の喜びも大きい。
今回、東野材木店さんに依頼することでその喜びを
感じられたと思っています。

自然に触れて、深い学びを。
木や自然の面白さを子ども達に伝えるには
体験学習が一番大事だと思っています。
木に触ったり森の中に入って、森の音を
聴いたりすることで、より深く自然を知り、

学ぶ事ができます。その学びが、
生きる力を養ってくれると思います。
本物の木で出来た、「IKONIH」に
触れに、ぜひご来館ください。

東野材木店では大阪府の子育て施設様向けに、

園内木質化工事を実施させて頂いております。

当ページでは、子育て施設の方よりお寄せ頂いた

喜びの声をご紹介させて頂きます。

木育体験は子ども達の
記憶に残ります。
子ども達は冬場、靴下を重ね履き
していたのですが、木質化後は
とても温かく、靴下1枚で過ごせて
います。保育士も「スリッパ
を脱いでも、床からの冷たさ
を感じない」と言っていて
驚きました。本物の木の
ぬくもりは想像以上です。
屋外や別の教室から帰って
くると「あったかい・・・」
と言っています。木をとても愛され、木についても
詳しく、アフターケアについても教えてくれるので、
やっぱり専門家はすごいなという印象です。

本庄こども園  大西先生
東大阪市 社会福祉法人 みやび会

かも く し つ

自然観察学習館  植田館長
万博記念公園



私たちは
保育環境の向上に
貢献します !

が、できる 5 つのこと

大工さんの作業見学 かんな削り体験 かんなくず遊び

IKONIH(国産ひのき製玩具・園舎向け家具)

国産ひのき製玩具・園舎向け
家具「IKONIH( アイコニー )」
香り、手触り、木目｡｡｡子ども
たちの成長に欠かせない五感
を育み、情操を養う本物の
木製玩具・家具をお届けします。

1 地元おおさか産材でオリジナル家具

「こんなのが！」
「あんなのが！」
様々なご要望にお応えし、
世界に一つの園オリジナル
家具を地元おおさか産
ひのき材でお作りします。

2

木質化・園舎新設工事

あたたかみのある木で園内の
床・腰壁・収納家具等を木質化。
子どもたちの心が躍動する
「ぬくもりに満ちた空間」を
ご提案致します。
大阪府・大阪市入札案件も
是非、お声掛け下さい。

3

木育イベントの企画＆運営5

園舎のメンテナンス

大規模改修や古くなった床の
再生、小さなメンテナンスまで
保育環境向上につながる園舎の
お困り事を解決致します。

4

木×えがお×想い
ほんものに触れ、ほんものを知る。たった一度の『木育』が、
これからの未来をつくる子どもたちの創造力や好奇心につながるのなら、
どんなに意味がある時間だろうか。私たちの原動力はこのワクワク感です。
子どもたちの心に、どんなことが刻まれ、残っていくのか、それは大人の責任です。

未来をつくる子どもたちへ、
木について伝える活動をしています。

どんくりレース

子どもたちが体験しながら学べる木育イベント。
「かんなくず遊び」や「大工さん体験」等、工事中の現場に入って大工さんの作
業を間近で見学し大工仕事を体験する等、年齢に合わせて様々な木育イベントを
ご提案させて頂きます。

笑顔
ニコニコ

キャンペーン実施中!

笑顔
ニコニコ

キャンペーン実施中!



園舎新設事例

大阪市住吉区  こぐま保育園分園様
園舎新設工事  大阪市入札案件

大阪市港区  善児園 よいこ園様
大阪市入札案件園舎新設工事  

大阪市住之江区 どろんこベビー園様
大阪市入札案件園舎新設工事  

子育て施設様の園舎新設をフルサポートさせて頂きます。
本物の木から最新の設備まで経験豊富な実績でお手伝い致します。

大阪府入札参加資格承認番号 7042647／大阪市入札参加資格承認番号 061082



園内の木質化事例
子育て施設様の園内をおおさか産ひのき材で木質化。
あたたかみのある木で木質化された空間は
子どもたちの心まであたたかくします。

枚方市  吉泉さくら保育園様
保育室新設工事 床

守口市  白百合幼稚園様
保育室新設工事 床

東大阪市  くすのきこども園様
保育室改修工事 床　腰壁　建具

吹田市  山手幼稚園様

大阪市住吉区  万代幼稚園様



吹田市  山手幼稚園様
図書室改修工事 床　絵本棚　靴箱 テーブル　建具

大阪市住吉区  万代幼稚園様
靴箱改修工事 靴箱

高石市  加茂保育園様
ウッドテラス新設工事 ウッドテラス 木柵

自然塗料（オスモ社製）で仕上げています。

地元おおさか産のひのき材を使用しています。



安立保育園様(大阪市住之江区) 平和幼稚園様(大阪市東住吉区) 第２善児園様(大阪市港区)

屋上防水工事テラスシート工事

清香学園幼稚園様(枚方市)

どろんこ保育園様(大阪市住之江区)

壁面防汚シート加工

その他、各種ガラス交換・設備入れ替え・クロス張り替え・etc.. .　お気軽にご相談ください。

床がみるみる綺麗になる
動画①はQRコードから！
研磨から塗装まで約1分でご紹介。

床メンテナンス事例 長年の使用で老朽化した床を、開園時のようによみがえらせます。

その他のメンテナンス 経験豊富なスタッフがお手伝いさせて頂きます。

塗装作業研磨作業

塗装作業研磨作業

床がみるみる綺麗になる
動画②はQRコードから！
研磨から塗装まで約1分でご紹介。

NEW

笑顔
ニコニコ

キャンペーン実施中!

東野材木店では、只今
ニコニコ笑顔キャンペーンを
実施しています。
詳しくは同封のチラシを
ご覧ください。

【キャンペーン期間】
7月20日～9月18日



営業時間：月曜～土曜　am 7：00～pm5：30　日祝休

子どもたちに
木心を

〒558-0011 大阪市住吉区苅田8-7 -20　
http://www.higashino.co.jp/    E-mail: mail@higashino.co.jp 

東野材木店

06-6696-7551 06-6696-7538

大阪府補助金活用事例

大阪市住之江区  どろんこ保育園様
分園新設工事／床・腰壁・建具・靴箱

大阪市住之江区  安立保育園様
屋外テラス工事・防水工事／ウッドデッキ

東大阪市  本庄こども園様
2階教室改修工事／床・腰壁

木のぬくもり推進事業【2016年～2019年実施事業】
木とふれあう木育推進事業【2017年～2019年実施事業】

補助対象

木の
ぬくもり
推進事業

大阪市福島区  下福島幼稚園様
収納付き作業台・絵本棚

木と
ふれあう
木育推進事業

大阪市住之江区  みさきようちえん様
絵本棚

木と
ふれあう
木育推進事業

補助対象

木の
ぬくもり
推進事業

東大阪市  くすのきこども園様
2階保育室改修工事／床・腰壁・建具

補助対象

木の
ぬくもり
推進事業

補助対象

木の
ぬくもり
推進事業

大阪市東住吉区  平和幼稚園様
2階教室改修工事／床・ロッカー・収納BOX

補助対象

木の
ぬくもり
推進事業

枚方市  清香学園幼稚園様
教室改修工事／ロッカー・収納BOX・腰壁・建具

補助対象

木の
ぬくもり
推進事業

大阪市住之江区  中かがや幼稚園様
食堂新設工事／床・腰壁・建具・カウンター・靴箱

補助対象

木の
ぬくもり
推進事業

補助対象

木の
ぬくもり
推進事業

木と
ふれあう
木育推進事業

大阪市此花区  しおん大谷保育園様
ジュニアサイズキッチン・ドレッサー・ボール入れ・ベンチ

←HP

↑

facebook

吹田市  山手幼稚園様
2階図書室改修工事／床・絵本棚・靴箱・テーブル・建具

木と
ふれあう
木育推進事業

補助対象

木の
ぬくもり
推進事業

木と
ふれあう
木育推進事業

大阪市阿倍野区  三明保育園様
教室改修工事／ロッカー・収納BOX

補助対象

木の
ぬくもり
推進事業

木と
ふれあう
木育推進事業
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