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子どもたちに木心を
　　　　　　　        き ご こ ろ

　　  木心だよ
り

本物の木の
ぬくもりを子どもたちへ

2つの補助金は
重複活用できます
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床・壁・建具、造り付け家具、
ウッドデッキ等

補助対象

補助対象

補助対象

木の
ぬくもり
推進事業

2019年度補助金募集期間　
2019年4月15日(月)～
        2019年7月31日(水)
大阪府内に所在する子育て施設様
が『おおさか材』により木質化する
ために要する費用の半分(上限250
万円)を大阪府が補助します。

「園内の木質化」

机・椅子・ロッカー、本棚、下駄箱、
おもちゃ、学習教材等

2019年度補助金募集期間　
2019年4月15日(月)～
        2019年7月31日(水)
大阪府内に所在する子育て施設様
が『地域産材』を使った木製品の
導入に要する費用の半分(上限50万
円)を大阪府が補助します。
※対象施設において過去に本事業を
実施していないこと。
応募多数の場合、抽選になります。

「木のおもちゃ・木製家具」
木と

ふれあう
木育推進事業

良かった点を教えてください！
子ども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、作業しながら子供に「○○してい
るんだよ」「何になると思う？」などと話しかけなが
ら、作業を子どもに見せてくれました。DMからもそ
の優しさが伝わっていたので、想像通りのお人柄だな
と思いました。

ご不満点も教えてください！
1個だけ不満があるねん！なんで和泉の木を使って
くれへんかったんかなぁ～。「僕、和泉の木じゃな
いとしませんからね！」って学園長とかにもゆうて
てん(笑)。結果は、河内長野産の木でした(笑)。
品質や仕上がりには、とても満足しているんやけど
、次やるときは和泉産やな・・・(笑)。

山手幼稚園  野田部先生

DMを見てお問い合わせ頂いた際、
ご不安はありましたか？

初めて知る会社さんだったので、まずは、ぼったくら

れへんかなと(笑)。それは冗談で、人として波長が合う

かは正直気になりました。けれども打合せ段階から、

ほんとうに真摯に僕らの意見に耳を傾けてくださり、

その不安はすべて取り除かれました。

工事に手抜きって絶対なかったですよね・・・？ だっ

て、もういらんって言うくらい報告来るし(笑)。そんな

に何度も報告があったら、きっと見えないところまで

お仕事してくれているんやろなって思いますよね。

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。

導入補助金：ぬくもり＆ふれあう

吹田市 
学校法人 岡辻学園 

魂の入った仕事に喜びを感じています！魂の入った仕事に喜びを感じています！



木と
ふれあう

ご不満点も教えてください！

木質化について先生方や
子ども達の反応はいかがですか？

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。まさに木のぬくもりを感じられる
、素晴らしい補助事業だと思います。

弊社の印象を教えてください！
最初は普通の大工さんと思っていたのですが、社名
が「材木店」という事に気づきました！木をとても
愛され、木についても詳しく、木を使った後のアフ
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。

色々な木育体験については
いかがでしたか？

「本物の木で作業するところを、是非子ども達にも見

て欲しいんです！」東野材木店さんからそう提案があ

りました。

テレビや絵本の中で見た事はあっても、大きなトラッ

クが来て、本物の木を吊り上げて、その作業を見る体

験は、初めての子ども達も多かったと思います。視覚

だけでなく、音や木の匂いも感じられたのではないで

しょうか。

たくさんの人が携わり、たくさんの時間をかけて、木

の教室が出来上がっていくという過程を子ども達に見

せてあげられたことは、成長しても子ども達の記憶に

必ず残ってくれると思います。

かけがえのない体験をありがとうございました！

 本庄こども園  大西先生
導入補助金：木のぬくもり推進事業

東大阪市 
社会福祉法人 みやび会

木育体験は子ども達の記憶に残ります！木育体験は子ども達の記憶に残ります！

木×えがお×想い
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。
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。

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。

私たちの原動力はこのワクワク感です。

次は君のところへ. . . .

かんな削り

どんくりレース かんなくず遊び



補助金
対象国産檜のおもちゃ

ひのき

安心・安全な国産檜のおもちゃを
１個からお届けします。

補助金
対象木製オリジナル家具

ミニキッチン

日本の山林から、世界の子どもたちへ。

えほん

えほん

あと1cm . . .もう5 cm . . .におこたえし、
世界に一つの園オリジナル家具をおつくりします。

自然塗料で仕上げています

国産材を使用しています

ヒノキコースター

木と
ふれあう
木育推進事業

木と
ふれあう
木育推進事業

なみのりバブル

熊野田幼稚園様／絵本棚

しおん大谷保育園様／ジュニアサイズキッチン＆冷蔵庫

新町第二保育園様・深井こども園様／脚折畳み式テーブル

吉泉さくら保育園様
ほわいと保育園様
くすのきこども園様
しおん大谷保育園様
岸辺サンフレンズ保育園様
八尾青い鳥学園様
累徳学園様
かえで保育園様
etc...

山手幼稚園様／そら豆型テーブル 池田保育園様／収納BOX

アイコニーおもちゃ
　　　　　 導入園様



補助金
対象園内の木質化

ぬくもり　吉泉産業様
枚方市  吉泉さくら保育園様
保育室新設工事／床

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

子育て施設様の園内をおおさか檜材で木質化。
あたたかみのある木は、子どもたちの心まであたたかくします。

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

大阪市住吉区  万代幼稚園様
教室改修工事／ロッカー・収納BOX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

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

東大阪市  本庄こども園様
2階教室改修工事／床・腰壁

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

園舎新設工事・メンテナンス

こぐま保育園分園様(大阪市住吉区)
保育室新設工事／大阪市入札案件

どろんこ保育園様(大阪市住之江区) 研磨作業

加工前 加工後

塗装作業 メンテナンス後

平和幼稚園様(大阪市東住吉区) 第２善児園様(大阪市港区)

【キズや汚れを防いで、お掃除も楽になります】屋上防水工事

床がみるみる綺麗になる
動画はQRコードから！

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。

善児園 よいこ園様(大阪市港区)
保育室新設工事／大阪市入札案件

園舎新設工事 大阪府・大阪市入札案件も承ります。

床メンテナンス 開園時のように床をよみがえらせます。

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。

研磨から塗装まで約1分でご紹介。



第12回大阪木材大賞を受賞しました！
弊社代表　東野壮也が大阪府木材連合会様より
「第12回大阪木材大賞」を受賞致しました。
国産材、特に地元「おおさか材」を活用した子
育て施設様の園舎木質化、木製家具や木製玩具
製作の積極的な取り組みが評価され、その年の
「大阪の木材会に活力と希望を与えた人」に贈
られる大変、名誉ある賞を頂く事が出来ました
。今後も「木質化」や「木育」を通じて一人で
も多くの子どもたちに「ほんもの」をお伝え出
来る様、精進致します。木質化を受け入れて下
さった子育て施設の皆様、ご協力いただいた関
係者の皆様に深く感謝申し上げます。

一般社団法人 清水健基金は、清水健氏が清水奈緒
さんの意思を受け継ぎ、入院施設の充実、がん撲滅、
難病対策などに取り組む団体や個人の事業へ「寄付」
として「想い」を届けます。

清水健さんの活動を応援しています。清水健さんの活動を応援しています。
一般社団法人 清水健基金

一般社団法人 清水健基金 ホームページ 清水健オフィシャルサイト

は、こんな会社です！

木材マイスター
がいます。

設備機器
多数取り扱い
しています。

『時間・管理・環境』の
３つにフォーカスしています。

自社トラックで
配達しています。



営業時間：月曜～土曜　am  7： 0 0～pm5：3 0　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

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【おおさか檜材使用】／木とふれあう木育推進事業【国産檜材使用】

大阪市住吉区  万代幼稚園様
教室改修工事／ロッカー・収納BOX

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

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

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

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

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

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

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
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