
©ハッピーカレンダー　http://happyprintable.com

© ハッピーカレンダー　http://happyprintable.com

2014（平成 26 年）

2014（平成26年）

元日

成人の日

七草の日鏡開き
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 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

 友引 先負 仏滅 大安 先勝

月火水木金土日

建国記念の日 バレンタインデー

節分

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

 友引  先負

 仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅

 大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安

 赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安  赤口

 先勝  友引  先負  仏滅  大安

月 火 水 木 金 土 日

このカレンダーはウェブサイトで無料ダウンロードできます。© ハッピーカレンダー http://happyprintable.com

●折りたたみ卓上カレンダー

＜作り方＞

1) グレーの直線を

　 ①→②の順に山折りする。

2)「差し込む」と

 　書いてある部分を

　 反対側の端に差し込む

↑　差しこむ　↑

①
山折り

①
山折り

② 山折り

② 山折り

② 山折り



©ハッピーカレンダー　http://happyprintable.com

© ハッピーカレンダー　http://happyprintable.com

2014（平成 26 年）

2014（平成26年）

春分の日

 ひな祭り

ホワイトデー

12

3456789

10111213141516

17181920212223

24252627282930

31

 友引 先負

 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

 先負

月火水木金土日

昭和の日

エイプリル・フール

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

 仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負

 仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅

 大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安

 赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安  赤口

 先勝  仏滅  大安

月 火 水 木 金 土 日

このカレンダーはウェブサイトで無料ダウンロードできます。© ハッピーカレンダー http://happyprintable.com

●折りたたみ卓上カレンダー

＜作り方＞

1) グレーの直線を

　 ①→②の順に山折りする。

2)「差し込む」と

 　書いてある部分を

　 反対側の端に差し込む

↑　差しこむ　↑

①
山折り

①
山折り

② 山折り

② 山折り

② 山折り
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憲法記念日みどりの日

母の日 こどもの日振替休日
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567891011

12131415161718

19202122232425

262728293031

 赤口 先勝 友引 先負

 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

 先勝 友引 先負 大安 赤口 先勝

月火水木金土日

衣がえ

父の日

夏至

入梅

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

 友引

 先負  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負

 仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅

 大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安

 赤口  先勝  友引  先負  赤口  先勝  友引

 先負

月 火 水 木 金 土 日

このカレンダーはウェブサイトで無料ダウンロードできます。© ハッピーカレンダー http://happyprintable.com

●折りたたみ卓上カレンダー

＜作り方＞

1) グレーの直線を

　 ①→②の順に山折りする。

2)「差し込む」と

 　書いてある部分を

　 反対側の端に差し込む

↑　差しこむ　↑

①
山折り

①
山折り

② 山折り

② 山折り

② 山折り
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海の日

七夕

土用の丑の日

123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

28293031

 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

 仏滅 大安 先勝 友引 先負 仏滅

 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 先勝

 友引 先負 仏滅 大安

 赤口

月火水木金土日
立秋

終戦記念日

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

 赤口  先勝  友引

 先負  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負

 仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅

 大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安

 友引  先負  仏滅  大安  赤口  先勝  友引

月 火 水 木 金 土 日
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●折りたたみ卓上カレンダー

＜作り方＞

1) グレーの直線を

　 ①→②の順に山折りする。

2)「差し込む」と

 　書いてある部分を

　 反対側の端に差し込む

↑　差しこむ　↑

①
山折り

①
山折り

② 山折り

② 山折り

② 山折り
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敬老の日

十五夜

秋分の日
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891011121314

15161718192021

22232425262728

2930

 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

 赤口 先勝 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

 友引 先負

月火水木金土日

体育の日

衣がえ

ハロウィン

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

 仏滅  大安  赤口  先勝  友引

 先負  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負

 仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅

 大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安

 赤口  先勝  友引  先負  仏滅

月 火 水 木 金 土 日
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●折りたたみ卓上カレンダー

＜作り方＞

1) グレーの直線を

　 ①→②の順に山折りする。

2)「差し込む」と

 　書いてある部分を

　 反対側の端に差し込む

↑　差しこむ　↑

①
山折り

①
山折り

② 山折り

② 山折り

② 山折り
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文化の日立冬

勤労感謝の日

振替休日

七五三

12

3456789

10111213141516

17181920212223

24252627282930

 大安 赤口

 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 仏滅 大安

 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

月火水木金土日

天皇誕生日 クリスマス

大晦日

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

 先勝  友引  先負  仏滅  大安  赤口  先勝

 友引  先負  仏滅  大安  赤口  先勝  友引

 先負  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負

 大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安

 赤口  先勝  友引

月 火 水 木 金 土 日
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●折りたたみ卓上カレンダー

＜作り方＞

1) グレーの直線を

　 ①→②の順に山折りする。

2)「差し込む」と

 　書いてある部分を

　 反対側の端に差し込む

↑　差しこむ　↑

①
山折り

①
山折り

② 山折り

② 山折り

② 山折り
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元日

成人の日

七草の日鏡開き
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567891011

12131415161718

19202122232425

262728293031

 先負 仏滅 大安 赤口

 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

 先負 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

月火水木金土日

建国記念の日

節分

バレンタインデー

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

 赤口

 先勝  友引  先負  仏滅  大安  赤口  先勝

 友引  先負  仏滅  大安  赤口  先勝  友引

 先負  仏滅  大安  先勝  友引  先負  仏滅

 大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅

月 火 水 木 金 土 日

このカレンダーはウェブサイトで無料ダウンロードできます。© ハッピーカレンダー http://happyprintable.com

●折りたたみ卓上カレンダー

＜作り方＞

1) グレーの直線を

　 ①→②の順に山折りする。

2)「差し込む」と

 　書いてある部分を

　 反対側の端に差し込む

↑　差しこむ　↑

①
山折り

①
山折り

② 山折り

② 山折り

② 山折り
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春分の日

ホワイトデー

ひな祭り

1

2345678

9101112131415

16171819202122

23242526272829

3031

 大安

 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

 友引 先負 仏滅 大安 友引 先負 仏滅

 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

 赤口 先勝

月火水木金土日
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●折りたたみ卓上カレンダー

＜作り方＞

1) グレーの直線を

　 ①→②の順に山折りする。

2)「差し込む」と

 　書いてある部分を

　 反対側の端に差し込む

↑　差しこむ　↑

①
山折り

①
山折り

② 山折り

② 山折り

② 山折り


