
行政庁行政庁行政庁行政庁 法人名法人名法人名法人名 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地奈良県 公益社団法人斑鳩町シルバー人材センター 6360142 生駒郡斑鳩町小吉田２丁目２番２４号奈良県 公益社団法人生駒市シルバー人材センター 6300142 生駒市北田原町２４７６番８奈良県 公益社団法人宇陀市シルバー人材センター 6330253 宇陀市榛原下井足８２５番地奈良県 公益社団法人王寺町シルバー人材センター 6360003 北葛城郡王寺町久度３丁目１番１０号奈良県 公益社団法人大淀町シルバー人材センター 6380812 吉野郡大淀町大字桧垣本２４９４番地奈良県 公益社団法人橿原経済倶楽部 6340063 橿原市久米町６５２番地の２奈良県 公益社団法人橿原市シルバー人材センター 6340075 橿原市小房町１１番１号奈良県 公益社団法人橿原市スポーツ協会 6340834 橿原市雲梯町３２３番地の２奈良県 公益社団法人香芝市シルバー人材センター 6390231 香芝市下田西２丁目１番２２号奈良県 公益社団法人葛城市シルバー人材センター 6390271 葛城市加守８３３番地奈良県 公益社団法人葛城納税協会 6350096 大和高田市西町１番５０号奈良県 公益社団法人河合町シルバー人材センター 6360053 北葛城郡河合町池部１丁目１番２号奈良県 公益社団法人上牧町シルバー人材センター 6390214 北葛城郡上牧町大字上牧３２４５番地１奈良県 公益社団法人現代奈良協会 6308325 奈良市西木辻町４４番地の１アスカビル奈良県 公益社団法人広陵町シルバー人材センター 6350814 北葛城郡広陵町大字南郷６４７番地奈良県 公益社団法人五條市シルバー人材センター 6370036 五條市野原西６丁目１番１８号奈良県 公益社団法人御所市シルバー人材センター 6392200 御所市７７４番地の１奈良県 公益社団法人桜井市シルバー人材センター 6330062 桜井市大字粟殿４３２番地の１奈良県 公益社団法人桜井納税協会 6330062 桜井市大字粟殿１７９番地の１奈良県 公益社団法人三郷町シルバー人材センター 6360811 生駒郡三郷町勢野東２丁目１２番７０号奈良県 公益社団法人磯城郡シルバー人材センター 6360247 磯城郡田原本町大字阪手３４８番地の１奈良県 公益社団法人ソーシャル・サイエンス・ラボ 6310823 奈良市西大寺国見町１丁目７番２２号奈良県 公益社団法人天理市シルバー人材センター 6320034 天理市丹波市町２５６番地の１奈良県 公益社団法人奈良県栄養士会 6360342
磯城郡田原本町大字三笠２２番地の１サンライズ三笠ＩＩ２０１奈良県 公益社団法人奈良県看護協会 6340813 橿原市四条町２８８番地８奈良県看護研修センター内奈良県 公益社団法人奈良県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 6308357 奈良市杉ヶ町４７番地３奈良県 公益社団法人奈良県私学退職金資金社団 6308253 奈良市内侍原町６番地奈良県林業会館内奈良県 公益社団法人奈良県食品衛生協会 6308213 奈良市登大路町３０番地奈良県 公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会 6350833 北葛城郡広陵町馬見南１丁目５番２３号奈良県 公益社団法人奈良県獣医師会 6308301 奈良市高畑町１１１６番地の６農業振興会館内奈良県 公益社団法人奈良県柔道整復師会 6340046 橿原市栄和町８４番２奈良県 公益社団法人奈良県測量設計業協会 6308012 奈良市二条大路南１丁目２番１１号第二松岡ビル３０２号奈良県 公益社団法人奈良県宅地建物取引業協会 6308133 奈良市大安寺６丁目２０番３号奈良県 公益社団法人奈良県トラック協会 6391037 大和郡山市額田部北町９８１番地の６奈良県 公益社団法人奈良県バス協会 6308244 奈良市三条町５１１－３奈良交通第２ビル５階奈良県 公益社団法人奈良県不動産鑑定士協会 6308115 奈良市大宮町５丁目４番１２号新奈良ビル内奈良県 公益社団法人奈良県放射線技師会 6360302
磯城郡田原本町大字宮古４０４－７奈良県健康づくりセンター内奈良県 公益社団法人奈良県理学療法士協会 6390226 香芝市五位堂３丁目５９９－２ホワイトタウン３０１号室奈良県 公益社団法人奈良県労働基準協会 6308113 奈良市法蓮町１６３番地の１奈良県 公益社団法人奈良市観光協会 6308228 奈良市上三条町２３番地の４奈良県 公益社団法人奈良市シルバー人材センター 6308145 奈良市八条１丁目７９０－１奈良県 公益社団法人奈良史蹟歴史研究普及会 6308306 奈良市紀寺町３７０番地の１奈良県 公益社団法人奈良納税協会 6308213 奈良市登大路町１４番地の５奈良県 公益社団法人なら犯罪被害者支援センター 6308215 奈良市東向中町６番地奈良県経済倶楽部経済会館４階奈良県 公益社団法人奈良まちづくりセンター 6308333 奈良市中新屋町２番地の１奈良県 公益社団法人南都楽所 6308212 奈良市春日野町１６０番地春日大社社務所内奈良県 公益社団法人平群町シルバー人材センター 6360932 生駒郡平群町吉新１丁目１番２０号奈良県 公益社団法人まちづくり国際交流センター 6340813 橿原市四条町８１８番地の９奈良県 公益社団法人大和郡山市シルバー人材センター 6391041 大和郡山市満願寺町６０番地１奈良県 公益社団法人大和高田市シルバー人材センター 6350077
大和高田市大字池田４１８番地の１大和高田市総合福祉会館内奈良県 公益社団法人吉野納税協会 6393114 吉野郡吉野町大字丹治２００番地の３奈良県 公益財団法人斑鳩町文化振興財団 6360123
生駒郡斑鳩町興留１０丁目６番４３号（斑鳩町文化振興センター内）奈良県 公益財団法人奥村奨学会 6390251 香芝市逢坂６丁目６０３番地
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行政庁行政庁行政庁行政庁 法人名法人名法人名法人名 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地奈良県 公益財団法人喜多美術館 6330002 桜井市大字金屋７３０番地奈良県 公益財団法人北村森林保護財団 6393111 吉野郡吉野町大字上市２８７番地奈良県 公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会 6391011 大和郡山市城内町２番１８号奈良県 公益財団法人國分奨学会 6310077 奈良市富雄川西１丁目８番４号奈良県 公益財団法人阪本龍門文庫 6393111 吉野郡吉野町大字上市１５１番地奈良県 公益財団法人桜井市体育協会 6330001
桜井市大字三輪元馬場方６８６番地（芝運動公園総合体育館内）奈良県 公益財団法人桜井市文化財協会 6330074
桜井市大字芝５８番地の２（桜井市立埋蔵文化財センター内）奈良県 公益財団法人三郷町文化振興財団 6360812 生駒郡三郷町勢野西１丁目２番２号奈良県 公益財団法人修徳会 6308213 奈良市登大路町５番地奈良県 公益財団法人松伯美術館 6310004 奈良市登美ヶ丘２丁目１番４号奈良県 公益財団法人杉本教育財団 6393123 吉野郡大淀町大字増口５２５番地奈良県 公益財団法人月ケ瀬梅渓保勝会 6302303 奈良市月ヶ瀬長引２１番地の８奈良県 公益財団法人寺田科学技術育英会 6350017 大和高田市東雲町３番１７号奈良県 公益財団法人十市県主今西家保存会 6340812 橿原市今井町３丁目９番２５号奈良県 公益財団法人中野美術館 6310033 奈良市あやめ池南９丁目９４６の２奈良県 公益財団法人奈良県学校給食会 6308213 奈良市登大路町奈良県教育委員会事務局保健体育課内奈良県 公益財団法人奈良県市町村振興協会 6340061 橿原市大久保町３０２番１奈良県市町村会館内奈良県 公益財団法人奈良県消防協会 6308213 奈良市登大路町３０番地奈良県庁内奈良県 公益財団法人奈良県食肉公社 6391122 大和郡山市丹後庄町４７５番地の１奈良県 公益財団法人奈良県人権センター 6308133 奈良市大安寺１丁目２３番１号奈良県 公益財団法人奈良県生活衛生営業指導センター 6308123 奈良市三条大宮町１番１２号奈良県 公益財団法人奈良県体育協会 6308213 奈良市登大路町３０奈良県 公益財団法人奈良県地域産業振興センター 6308031 奈良市柏木町１２９番地１奈良県 公益財団法人奈良県防犯協会 6308031 奈良市柏木町１１９番地２奈良県警察本部第二庁舎内奈良県 公益財団法人奈良県暴力団追放県民センター 6308131 奈良市大森町５７番地の３奈良県農協会館内奈良県 公益財団法人奈良県ボーイスカウト振興会 6320016 天理市川原城町５３番地の３ことぶきビル３階奈良県 公益財団法人奈良県緑化推進協会 6308301 奈良市高畑町１１１６番地の６奈良県 公益財団法人奈良県労働者福祉協議会 6308325 奈良市西木辻町９３番地の６奈良県奈良労働会館奈良県 公益財団法人奈良市生涯学習財団 6308357 奈良市杉ヶ町２３番地奈良県 公益財団法人奈良人権文化財団 6392244 御所市大字柏原２３５番地の２奈良県 公益財団法人なら担い手・農地サポートセンター 6340065 橿原市畝傍町５３番地奈良県 公益財団法人奈良婦人会館 6308301 奈良市高畑町１１１６番地の６農業振興会館内３階奈良県 公益財団法人奈良ＹＭＣＡ 6310823 奈良市西大寺国見町２丁目１４番１号奈良県 公益財団法人南都育英会 6308217 奈良市橋本町１６番地株式会社南都銀行内奈良県 公益財団法人西名阪共同墓園 6390264 香芝市今泉１０５５番地１奈良県 公益財団法人農業振興会館 6308301 奈良市高畑町１１１６番地の６奈良県 公益財団法人仏聖 6320007 天理市森本町５０９番地奈良県 公益財団法人平群町地域振興センター 6360903 生駒郡平群町大字平等寺７５－１奈良県 公益財団法人名勝依水園・寧楽美術館 6308208 奈良市水門町７４番地奈良県 公益財団法人森田記念福祉財団 6391032 大和郡山市池沢町３２１番地の２奈良県 公益財団法人大和青少年文化研修道場 6308053 奈良市七条１丁目２６番１０号奈良県 公益財団法人大和文華館 6310034 奈良市学園南１丁目１１番６号奈良県 公益財団法人大和文化財保存会 6310034 奈良市学園南１丁目１１番６号奈良県 公益財団法人由良大和古代文化研究協会 6340065 橿原市畝傍町１番地奈良県 公益財団法人吉野川紀の川源流物語 6393553 吉野郡川上村大字迫１３７４番地の１奈良県 公益財団法人吉野山保勝会 6393115 吉野郡吉野町大字吉野山２４３０番地


