
1111 旧12/8 2222 旧12/9 3333 旧12/10 4444 旧12/11 5555 旧12/12 6666 旧12/13 7777 旧12/14

元旦
先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

8888 旧12/15 9999 旧12/16 10101010 旧12/17 11111111 旧12/18 12121212 旧12/19 13131313 旧12/20 14141414 旧12/21

友引
成人の日

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

15151515 旧12/22 16161616 旧12/23 17171717 旧12/24 18181818 旧12/25 19191919 旧12/26 20202020 旧12/27 21212121 旧12/28

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

22222222 旧12/29 23232323 旧1/1 24242424 旧1/2 25252525 旧1/3 26262626 旧1/4 27272727 旧1/5 28282828 旧1/6

仏滅 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

29292929 旧1/7 30303030 旧1/8 31313131 旧1/9

先勝 友引 先負

WED SATTHU FRI

2012年 1月

SUN MON TUE



29292929 30303030 31313131 旧12/29 1111 旧1/10 2222 旧1/11 3333 旧1/12 4444 旧1/13

仏滅 仏滅 大安 赤口 先勝

5555 旧1/14 6666 旧1/15 7777 旧1/16 8888 旧1/17 9999 旧1/18 10101010 旧1/19 11111111 旧1/20

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝
建国記念日

友引

12121212 旧1/21 13131313 旧1/22 14141414 旧1/23 15151515 旧1/24 16161616 旧1/25 17171717 旧1/26 18181818 旧1/27

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

19191919 旧1/28 20202020 旧1/29 21212121 旧1/30 22222222 旧2/1 23232323 旧2/2 24242424 旧2/3 25252525 旧2/4

仏滅 大安 赤口 友引 先負 仏滅 大安

26262626 旧2/5 27272727 旧2/6 28282828 旧2/7 29292929 旧2/8 1 2 3

赤口 先勝 友引 先負

WED SATTHU FRI

2012年 2月

SUN MON TUE



26262626 27272727 28282828 旧1/27 29292929 旧1/28 1111 旧2/9 2222 旧2/10 3333 旧2/11

先負 仏滅 仏滅 大安 赤口

4444 旧2/12 5555 旧2/13 6666 旧2/14 7777 旧2/15 8888 旧2/16 9999 旧2/17 10101010 旧2/18

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

11111111 旧2/19 12121212 旧2/20 13131313 旧2/21 14141414 旧2/22 15151515 旧2/23 16161616 旧2/24 17171717 旧2/25

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

18181818 旧2/26 19191919 旧2/27 20202020 旧2/28 21212121 2/29 22222222 旧3/1 23232323 旧3/2 24242424 旧3/3

先負 仏滅
春分の日

大安 赤口 先負 仏滅 大安

25252525 旧3/4 26262626 旧3/5 27272727 旧3/6 28282828 旧3/7 29292929 旧3/8 30303030 旧3/9 31313131 旧3/10

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

WED SATTHU FRI

2012年 3月

SUN MON TUE



1111 旧3/11 2222 旧3/12 3333 旧3/13 4444 旧3/14 5555 旧3/15 6666 旧3/16 7777 旧3/17

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

8888 旧3/18 9999 旧3/19 10101010 旧3/20 11111111 旧3/21 12121212 旧3/22 13131313 旧3/23 14141414 旧3/24

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

15151515 旧3/25 16161616 旧3/26 17171717 旧3/27 18181818 旧3/28 19191919 旧3/29 20202020 旧3/30 21212121 閏3/1

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

22222222 閏3/2 23232323 閏3/3 24242424 閏3/4 25252525 閏3/5 26262626 閏3/6 27272727 閏3/7 28282828 閏3/8

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

29292929 閏3/9 30303030 閏3/10

昭和の日
大安

振替休日
赤口

WED SATTHU FRI

2012年 4月

SUN MON TUE



29292929 旧3/29 30303030 旧3/30 1111 閏3/11 2222 閏3/12 3333 閏3/13 4444 閏3/14 5555 閏3/15

先勝 友引 先勝 友引
憲法記念日

先負
みどりの日

仏滅
こどもの日

大安

6666 閏3/16 7777 閏3/17 8888 閏3/18 9999 閏3/19 10101010 閏3/20 11111111 閏3/21 12121212 閏3/22

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

13131313 閏3/23 14141414 閏3/24 15151515 閏3/25 16161616 閏3/26 17171717 閏3/27 18181818 閏3/28 19191919 閏3/29

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

20202020 閏3/30 21212121 旧4/1 22222222 旧4/2 23232323 旧4/3 24242424 旧4/4 25252525 旧4/5 26262626 旧4/6

友引 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

27272727 旧4/7 28282828 旧4/8 29292929 旧4/9 30303030 旧4/10 31 旧4/11 1 2

仏滅 大安 赤口 先勝 友引

WED SATTHU FRI

2012年 5月

SUN MON TUE



27272727 28282828 29292929 30303030 旧4/30 31313131 旧5/1 1111 旧4/12 2222 旧4/13

先負 先負 仏滅

3333 旧4/14 4444 旧4/15 5555 旧4/16 6666 旧4/17 7777 旧4/18 8888 旧4/19 9999 旧4/20

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

10101010 旧4/21 11111111 旧4/22 12121212 旧4/23 13131313 旧4/24 14141414 旧4/25 15151515 旧4/26 16161616 旧4/27

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

17171717 旧4/28 18181818 旧4/29 19191919 旧4/30 20202020 旧5/1 21212121 旧5/2 22222222 旧5/3 23232323 旧5/4

先勝 友引 先負 大安 赤口 先勝 友引

24242424 旧5/5 25252525 旧5/6 26262626 旧5/7 27272727 旧5/8 28282828 旧5/9 29292929 旧5/10 30303030 旧5/11

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

WED SATTHU FRI

2012年 6月

SUN MON TUE



1111 旧5/12 2222 旧5/13 3333 旧5/14 4444 旧5/15 5555 旧5/16 6666 旧5/17 7777 旧5/18

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

8888 旧5/19 9999 旧5/20 10101010 旧5/21 11111111 旧5/22 12121212 旧5/23 13131313 旧5/24 14141414 旧5/25

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

15151515 旧5/26 16161616 旧5/27 17171717 旧5/28 18181818 旧5/29 19191919 旧6/1 20202020 旧6/2 21212121 旧6/3

赤口
海の日

先勝 友引 先負 赤口 先勝 友引

22222222 旧6/4 23232323 旧6/5 24242424 旧6/6 25252525 旧6/7 26262626 旧6/8 27272727 旧6/9 28282828 旧6/10

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

29292929 旧6/11 30303030 旧6/12 31313131 旧6/13

仏滅 大安 赤口

WED SATTHU FRI

2012年 7月

SUN MON TUE



29292929 30303030 1111 旧6/14 2222 旧6/15 3333 旧6/16 4444 旧6/17

先勝 友引 先負 仏滅

5555 旧6/18 6666 旧6/19 7777 旧6/20 8888 旧6/21 9999 旧6/22 10101010 旧6/23 11111111 旧6/24

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

12121212 旧6/25 13131313 旧6/26 14141414 旧6/27 15151515 旧6/28 16161616 旧6/29 17171717 旧6/30 18181818 旧7/1

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 先勝

19191919 旧7/2 20202020 旧7/3 21212121 旧7/4 22222222 旧7/5 23232323 旧7/6 24242424 旧7/7 25252525 旧7/8

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

26262626 旧7/9 27272727 旧7/10 28282828 旧7/11 29292929 旧7/12 30 旧7/13 31 旧7/14 1

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

WED SATTHU FRI

2012年 8月

SUN MON TUE



26262626 27272727 28282828 29292929 30303030 旧8/4 31313131 旧8/5 1111 旧7/15

先負

2222 旧7/16 3333 旧7/17 4444 旧7/18 5555 旧7/19 6666 旧7/20 7777 旧7/21 8888 旧7/22

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

9999 旧7/23 10101010 旧7/24 11111111 旧7/25 12121212 旧7/26 13131313 旧7/27 14141414 旧7/28 15151515 旧7/29

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

16161616 旧8/1 17171717 旧8/2 18181818 旧8/3 19191919 旧8/4 20202020 旧8/5 21212121 旧8/6 22222222 旧8/7

友引
敬老の日

先負 仏滅 大安 赤口 先勝
秋分の日

友引

23232323 旧8/8 24242424 旧8/9 25252525 旧8/10 26262626 旧8/11 27272727 旧8/12 28282828 旧8/13 29292929 旧8/14

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

30303030 旧8/15 1111 旧8/16 2222 旧9/1 3333 旧9/2 4444 旧9/3 5555 旧9/4 6

仏滅 先負 仏滅

WED SATTHU FRI

2012年 9月

SUN MON TUE



30303030 1111 旧8/16 2222 旧8/17 3333 旧8/18 4444 旧8/19 5555 旧8/20 6666 旧8/21

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

7777 旧8/22 8888 旧8/23 9999 旧8/24 10101010 旧8/25 11111111 旧8/26 12121212 旧8/27 13131313 旧8/28

大安
体育の日

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

14141414 旧8/29 15151515 旧9/1 16161616 旧9/2 17171717 旧9/3 18181818 旧9/4 19191919 旧9/5 20202020 旧9/6

赤口 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

21212121 旧9/7 22222222 旧9/8 23232323 旧9/9 24242424 旧9/10 25252525 旧9/11 26262626 旧9/12 27272727 旧9/13

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

28282828 旧9/14 29292929 旧9/15 30303030 旧9/16 31313131 旧9/17

仏滅 大安 赤口 先勝

WED SATTHU FRI

2012年 10月

SUN MON TUE



28282828 29292929 30303030 1111 旧9/18 2222 旧9/19 3333 旧9/20

友引 先負
文化の日

仏滅

4444 旧9/21 5555 旧9/22 6666 旧9/23 7777 旧9/24 8888 旧9/25 9999 旧9/26 10101010 旧9/27

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

11111111 旧9/28 12121212 旧9/29 13131313 旧9/30 14141414 旧10/1 15151515 旧10/2 16161616 旧10/3 17171717 旧10/4

赤口 先勝 友引 仏滅 大安 赤口 先勝

18181818 旧10/5 19191919 旧10/6 20202020 旧10/7 21212121 旧10/8 22222222 旧10/9 23232323 旧10/10 24242424 旧10/11

友引 先負 仏滅 大安 赤口
勤労感謝の日

先勝 友引

25252525 旧10/12 26262626 旧10/13 27272727 旧10/14 28282828 旧10/15 29 旧10/16 30 旧10/17 1

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

WED SATTHU FRI

2012年 11月

SUN MON TUE



25252525 26262626 旧1/1 27272727 旧1/2 28282828 旧1/3 29292929 旧11/7 30303030 旧11/8 1111 旧10/18

先負

2222 旧10/19 3333 旧10/20 4444 旧10/21 5555 旧10/22 6666 旧10/23 7777 旧10/24 8888 旧10/25

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

9999 旧10/26 10101010 旧10/27 11111111 旧10/28 12121212 旧10/29 13131313 旧11/1 14141414 旧11/2 15151515 旧11/3

大安 赤口 先勝 友引 大安 赤口 先勝

16161616 旧11/4 17171717 旧11/5 18181818 旧11/6 19191919 旧11/7 20202020 旧11/8 21212121 旧11/9 22222222 旧11/10

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

23232323 旧11/11 24242424 旧11/12 25252525 旧11/13 26262626 旧11/14 27272727 旧11/15 28282828 旧11/16 29292929 旧11/17

天皇誕生日
先負

振替休日
仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

30303030 旧11/18 31313131 旧11/19

仏滅 大安

WED SATTHU FRI

2012年 12月

SUN MON TUE


