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東大DH 2016年 1月 JANUARY
日 月 火 水 木 金 土

1 2
友引 先負
元旦 初夢

3 4 5 6 7 8 9
仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

ひとみの日 石の日 イチゴの日 ケーキの日 七草がゆ ロックの日 クイズの日

10 11 12 13 14 15 16
赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

明太子の日 成人の日 スキーの日 タバコの日 タロ、ジロの日 いい碁の日 初閻魔、閻魔賽日、十王脂

17 18 19 20 21 22 23
先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

防災とボランティアの日 １１８番の日 のど自慢の日 玉の輿の日 料理番組の日 カレーの日 電子メールの日

24 25 26 27 28 29 30
友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

ゴールドラッシュの日 中華まんの日 文化財防火デー 求婚の日 ダンスパーティーの日 南極「昭和基地」建設記念日 ３分間電話の日

31
先負

シューベルト誕生日

門松



東大DH 2016年 2月 FEBRUARY
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

テレビ放送の日 バスガールの日 節分 銀閣寺の日 プロ野球の日 海苔の日

7 8 9 10 11 12 13
仏滅 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

北方領土の日 針供養の日 ふくの日 ニットの日 建国記念日 ブラジャーの日 苗字制定記念日

14 15 16 17 18 19 20
先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

バレンタインデー お菓子の日 全国狩猟禁止 ツタンカーメン王墓発掘の日 エアメールの日 万国郵便連合加盟記念日 歌舞伎の日

21 22 23 24 25 26 27
友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

国際母国の日 猫の日 富士山の日 月光仮面の日 夕刊紙の日 咸臨丸の日 新撰組の日

28 29
先負 仏滅

ビスケットの日 跳躍の日

湯島天神のおさるさん



東大DH 2016年 3月 MARCH
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
大安 赤口 先勝 友引 先負
豚の日 遠山の金さんの日 ひなまつり ミシンの日 珊瑚の日

6 7 8 9 10 11 12
仏滅 大安 赤口 友引 先負 仏滅 大安

スポーツ新聞の日 消防記念日 ミツバチの日 ありがとうの日 砂糖の日 パンダ発見の日 サイフの日

13 14 15 16 17 18 19
赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

サンドイッチデー ホワイトデー 靴の記念日 十六団子 漫画週刊誌の日 精霊の日 アカデミー賞設立記念日

20 21 22 23 24 25 26
先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

春分の日 ランドセルの日 放送記念日 世界気象の日 壇ノ浦の戦いの日 電気記念日 カチューシャの歌の日

27 28 29 30 31
友引 先負 仏滅 大安 赤口

さくらの日 三ツ矢サイダーの日 マリモの日 マフィアの日 エッフェル塔の日

雛人形



東大DH 2016年 4月 APRIL
日 月 火 水 木 金 土

1 2
先勝 友引

エイプリルフール 国際こどもの本の日

3 4 5 6 7 8 9
先負 仏滅 大安 赤口 先負 仏滅 大安

シーサーの日 あんパンの日 ヘアカットの日 城の日 世界保健デー 忠犬ハチ公の日 大仏の日

10 11 12 13 14 15 16
赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

駅弁の日 ガッツポーズの日 世界宇宙飛行の日 決闘の日 SOSの日 ディズニーランド開園記念日 チャップリンデー

17 18 19 20 21 22 23
先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

恐竜の日 お香の日 地図の日、最初の一歩の日 郵便記念日 民放の日 アースデー サン・ジョルディの日

24 25 26 27 28 29 30
友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

日本ダービーの日 国連記念日 よいふろの日 哲学の日 象（ぞう）の日 昭和の日 図書館記念日

桜



こいのぼり

東大DH 2016年 5月 MAY
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 仏滅

メーデー 緑茶の日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 ゴムの日 博士の日

8 9 10 11 12 13 14
大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安
母の日 アイスクリームの日 リプトンの日 長良川鵜飼い開き 看護の日 愛犬の日 温度計の日

15 16 17 18 19 20 21
赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

ヨーグルトの日 旅の日 世界電気通信記念日 国際親善デー ボクシング記念日 ローマ字の日 小学校開校の日

22 23 24 25 26 27 28
先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

サイクリングの日 キスの日 ゴルフ場記念日 広辞苑記念日 東名高速道路開通記念日 百人一首の日 花火の日

29 30 31
友引 先負 仏滅

こんにゃくの日 ごみゼロの日 世界禁煙デー



あじさい

東大DH 2016年 6月 JUNE
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
大安 赤口 先勝 友引

スーパーマンの日 横浜港・長崎港開港記念日 測量の日 虫の日

5 6 7 8 9 10 11
大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

熱気球記念日 かえるの日 母親大会記念日 バイキングの日 ネッシーの日 歩行者天国の日 傘の日

12 13 14 15 16 17 18
赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

日記の日 FMの日 フラッグデー 暑中見舞いの日 和菓子の日 おまわりさんの日 おにぎりの日

19 20 21 22 23 24 25
先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝
父の日 健康住宅の日 スナックの日 かにの日 オリンピックデー UFOの日 住宅デー

26 27 28 29 30
友引 先負 仏滅 大安 赤口

露天風呂の日 ちらし寿司の日 雨の特異日 星の王子様の日 アインシュタイン記念日



七夕

東大DH 2016年 7月 JULY
日 月 火 水 木 金 土

1 2
先勝 友引

山形新幹線開業記念日 たわしの日

3 4 5 6 7 8 9
先負 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安
波の日 梨の日 江戸切子の日 ゼロ戦の日 七夕 質屋の日 ジェットコースターの日

10 11 12 13 14 15 16
赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

納豆の日 世界人口デー 人間ドックの日 ナイスの日 フランス革命記念日 中元 外国力士の日

17 18 19 20 21 22 23
先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

東京の日 光化学スモッグの日 マッターホルン北壁登頂の日 月面着陸の日 自然公園の日 下駄の日 米騒動の日

24 25 26 27 28 29 30
友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

劇画の日 かき氷の日 幽霊の日 スイカの日 第一次世界大戦開戦日 肉の日 土用の丑の日



東大DH ２０１6年 8月 AUGUST

 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
仏滅 大安 先勝 友引 先負 仏滅

麻雀の日 パンツの日 ハサミの日 箸の日 タクシーの日 ハムの日

7 8 9 10 11 12 13
大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

バナナの日 笑の日 野球の日 健康ハートの日 スポーツ中継の日 君が代記念日 左利きの日

14 15 16 17 18 19 20
赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

国民皆泳の日 終戦記念日 女子大生の日 パイナップルの日 高校野球記念日 俳句の日 交通信号の日

21 22 23 24 25 26 27
先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

献血記念日 チンチン電車の日 白虎隊の日 大噴火の日 川柳発祥の日 レンボーブリッジの日 仏壇の日

28 29 30 31
友引 先負 仏滅 大安

バイオリンの日 焼肉の日 ハッピーサンシャインデー 野菜の日

ハスの花



東大DH ２０１6年 9月 SEPTEMBER
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
友引 先負 仏滅

防災の日 宝くじの日 グミの日

4 5 6 7 8 9 10
大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安
くしの日 国民栄誉賞の日 黒の日 クリーナーの日 国際識字デー 救急の日 牛タンの日

11 12 13 14 15 16 17
赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

公衆電話の日 宇宙の日 世界の法の日 コスモスの日 ひじきの日 マッチの日 モノレール開業記念日

18 19 20 21 22 23 24
先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

満州事変記念日 敬老の日 空の日 国際平和デー 秋分の日 テニスの日 みどりの窓口記念日

25 26 27 28 29 30
友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

１０円カレーの日 ワープロの日 世界観光の日 パソコン記念日 招き猫の日 クレーンの日

 

イルカ



１日 防災の日（関東大震災記念日）
１９２３年のこの日、関東大震災が起こりました。また、台風の多
い時期でもあることから。

２日 宝くじの日 「く（９）じ（２）」の語呂合わせです。

３日 グミの日 「ぐ（９）み（３）」の語呂合わせです。

４日 くしの日 「く（９）し（４）」と櫛の語呂合わせです。

５日 国民栄誉賞の日
１９７７年のこの日、２日前に通算ホームラン数の世界最高記録を
作った王貞治に国民栄誉賞第１号が送られました。

６日 黒の日 「く（９）ろ（６）」（黒）の語呂合わせです。

７日 クリーナーの日 「ク（９）リーナ（７）－」の語呂合わせです。

８日 国際識字デー
１９６５年のこの日、イランのバーレビー国王が軍事費の一部を識
字教育に回す提案をしたことを記念しています。

９日 救急の日
「きゅう（９）きゅう（９）」の語呂合わせです。救急教務や救急
医療について理解と認識を深めてもらうために、各地の消防署で応
急手当の実技指導などが行われています。

１０日 牛タンの日 「牛（９）ten（１０）」の語呂合わせ。

１１日 公衆電話の日
１９００年、日本で初めての自動電話（公衆電話）が東京の新橋駅
と上野駅構内に設置されました。

１２日 宇宙の日
日付は一般公募で決められましたが、この日は１９９２年に毛利衛
がアメリカのスペースシャトル・エンデバーで、宇宙に飛び立った
日です。

１３日 世界の法の日

１９６５年、９月１３日から２０日までワシントンで開催された
「法による世界平和第２回世界会議」で、国際間に法の支配を徹底
させることで世界平和を確立させようと宣言されたことを記念して
います。

１４日 コスモスの日
ホワイトデーから半年目の今日、プレゼントにコスモスを添えて交
換し、お互いの愛を確認しあう日といわれています。

１５日 ひじきの日
「敬老の日」に因み、昔からひじきを食べると長生きすると言われ
ていることから。

１６日 マッチの日 １９４８年、配給制だったマッチの自由販売が認められました。

１７日 モノレール開業記念日
１９６４年のこの日、日本初の旅客用モノレールが浜松～羽田空港
で開業しました。

１８日 満州事変記念日 １９３１年、満州事変が起こりました。

１９日 敬老の日

「多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日
です。５９３年の９月１５日、聖徳太子が四天王寺に身寄りのない
病人や老人を救うための施設として非田院を設立したとの説があり
ます。

２０日 空の日
１９１１年のこの日に、和歌山県出身の山田猪三郎が開発した山田
式飛行船が滞空時間１時間で東京の空を２０ｋｍほど飛行したこと
を記念しています。

２１日 国際平和デー、世界停戦日
２００２年から、この日は「世界停戦と非暴力の日」として実施さ
れ、この日一日は敵対行為を停止するよう全ての国、全ての人々に
呼び掛けています。

２２日 秋分の日 国民の祝日の一つで、昼夜の長さがほぼ等しい日です。

２３日 テニスの日 テニス愛好者の創出と育成などを目的にしています。

２４日 みどりの窓口記念日
１９６５年、国鉄（現在のＪＲ）の全国約１５０の駅に、コン
ピューターを使った指定券販売窓口「みどりの窓口」が設置されま
した。

２５日 １０円カレーの日

日比谷公園の中にあるレストラン「日比谷松本楼」がこの日に限り
１０円に好きな金額を上乗せして支払う「10円カレー」を提供。
1973年のこの日、1971年に焼失したお店を再建したことを記念して
います。この日の売り上げは、交通遺児育英基金やユニセフなどに
寄付されます。

２６日 ワープロの日
１９７８年のこの日、東芝の研究室で世界初の日本語ワードプロ
セッサーの第１号機が誕生しました。

２７日 世界観光の日 WTO加盟国で、観光推進のための活動が行われます。

２８日 パソコン記念日
１９７９年のこの日、日本電気（NEC）がパーソナルコンピューター
PC－８００シリーズを販売し、パソコンブームの火付け役となりま
した。

２９日 招き猫の日 「くる（９）ふ（２）く（９）」（来る福）の語呂合わせです。

３０日 クレーンの日 この日は「クレーン等安全規制」が公布された日です。



東大DH 2016年 10月 OCTOBER
日 月 火 水 木 金 土

1
先負

コーヒーの日

2 3 4 5 6 7 8
仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

望遠鏡の日 登山の日 イワシの日 レモンの日 国際協力の日 ミステリーの日 木の日

9 10 11 12 13 14 15
大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

塾の日 体育の日 「りんごの唄」の日 たまごデー サツマイモの日 鉄道の日 キノコの日

16 17 18 19 20 21 22
赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

世界食糧デー カラオケ文化の日 フラフープの日 バーゲンの日 リサイクルの日 あかりの日 パラシュートの日

23 24 25 26 27 28 29
先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

電信電話記念日 文鳥の日 民間航空記念日 サーカスの日 テディベアの日 速記記念日 ホームビデオ記念日

30 31
友引 仏滅

香りの記念日 ハロウィン

ハロウィン



 １０月

１日 コーヒーの日 コーヒーの日は、全日本コーヒー協会が１９８３年に制定しました。

２日 望遠鏡の日
１９０８年のこの日、オランダの眼鏡職人ハンス・リッペルスハイが遠くのものが近くに見える
眼鏡、つまり望遠鏡を発明しました。

３日 登山の日 登山は「と（１０）ざん（３）」の語呂合わせです。

４日 イワシの日 「い（１）わ（０）し（４）」の語呂合わせです。

５日 レモンの日
１９３８年のこの日、詩人高村幸太郎の妻、智恵子が亡くなりました。亡くなる数時間前にレモ
ンをかじる姿をうたった、「レモン哀歌」にちなんでいます。

６日 国際協力の日
１９５４年、国際協力の第一歩として、途上国への記述協力のために国際協力組織「コロンボプ
ラン」に加盟した日で、この日から１週間は国際協力習慣となっています。

７日 ミステリーの日
１８４９年、ミステリー小説（推理小説）の先駆者、エドガー・アラン・ポーが亡くなりまし
た。

８日 木の日 「十」と「八」を組み合わせると「木」の字になることから、この日が選ばれました。

９日 塾の日 「じゅ（１０）とく（９）」の語呂合わせから。

１０日 体育の日
１９６４年１０月１０日に行われた東京オリンピック開催日を記念して、１９６６年６月公布・
施行の祝日法によって制定されました。

１１日 「リンゴの唄」の日
１９４５年、戦後初めて制作・公開された映画『そよかぜ』が封切られました。並木路子が歌う
挿入歌「リンゴの唄」は戦後を象徴する大ヒットです。

１２日 たまごデー
１４９２年のこの日、コロンブスがサンサルヴァドル島に上陸しました（アメリカ大陸発見）。
コロンブスといえば、卵を潰して立てた逸話が有名。そんなところから、いつしかたまごデーと
言われるようになったようです。

１３日 サツマイモの日
「栗（九里）より（四里）うまい十三里（９＋４＝１３）」の「十三里」とはサツマイモの異名
で、江戸から十三里（約５２ｋｍ）離れたところにある川越のサツマイモがおいしかったことか
ら生まれた言葉です。

１４日 鉄道の日 １８７２年９月１２日、新暦の１０月１４日、新橋～横浜間に日本初の鉄道が開通しました。

１５日 キノコの日
秋といえばきのこ、その需要は１０月がピークとのこと。そこで、日本特用林産振協会が１９９
５年に１０月の真ん中である１５日を記念日にしました。

１６日 世界食糧デー
国連食糧農業機関 （FAO)が１９８１年に制定しました。国際デーの一つで、発展途上国の人々が
食糧不足で苦しまないためにはどうすればいいか考える日です。FAOが設立されたのが１９４５年
のこの日ですから、それを記念としたわけです。

１７日 カラオケ文化の日
１９９４年のこの日、全国カラオケ事業者協会が設立され、同協会が記念日として制定しまし
た。

１８日 フラフープの日
１９５０年の後半、一世を風靡したフラフープが１９５８年のこの日、日本で初めて発売されま
した。

１９日 バーゲンの日
１８９５年のこの日、日本初の本格的なバーゲンセールを東京の呉服店が開催したのが１０月１
０日だったといわれています。

２０日 リサイクルの日 １０が一回り、２０が二回りということの語呂合わせです。

２１日 あかりの日 エジソンの３大発明の一つ、白熱電球が完成したのが１８７９年のこの日です。

２２日 パラシュートの日
１７９７年のこの日、フランス人アンドレ・ジャック・ガルネランがパリ公園の上空、高度９０
０メートルの気球から飛び降りました。直系７メートル、数十本の骨組みにカンバスが張られた
傘のようなものを着け、世界初のパラシュート降下をしたといわれています。

２３日 電信電話記念日
１８６９年、９月１９日、新暦では１０月２０日、東京～横浜間に公衆電信銭の電柱と電線を張
る工事が開始されました。

２４日 文鳥の日
１０月が手乗り文鳥の雛が出回る時期であることと、「て（１０）に（２）し（４）あわせ」
（手に幸せ）の語呂合わせから。

２５日 民間航空記念日
１９５１年、戦後最初の国内民間航空会社である日本航空が、東京～大阪～福岡間の運行を開始
したのがこの日です。

２６日 サーカスの日
１８７１年、東京九段の招魂社（靖国神社）で、フランスの「スリエサーカス」が日本で初めて
洋風のサーカスを興行したのがこの日です。

２７日 テディベアの日

アメリカの２６代大統領セオドア・ルーズベルトは、狩りで小熊にとどめの一発を撃つのを拒絶
しました。このエピソードにちなんで、発売された熊のぬいぐるみが「テディベア」です。大統
領の名前「セオドア」の愛称「テッド」から「テディベア」と名付けられました。１０月２７日
は彼の誕生日に当たります。

２８日 速記記念日
１８８２年のこの日に田鎖綱紀（たくりこうき）が、自ら考案した日本初の速記法の講習会を開
催しました。

２９日 ホームビデオ記念日
１９６９年のこの日、ソニーと松下電器が同時に家庭用VTR（ビデオテープレコーダー）を発表し
ました。

３０日 香りの記念日
１９９２年、七尾市で第７回公民文化祭「世界の香りフェアIN能登」が開催されたことにちなん
でいます。

３１日 ハロウィン

ハロウィンとは、キリスト教の聖人の祝日「万聖節」の前夜祭のことです。元々は２０００年以
上前から行われている古代ヨーロッパの原住民ケルト族の宗教的行事で、秋の収穫を祝い、亡く
なった人たちをしのぶ収穫感謝祭がキリスト教に取り入れられ、現在のハロウィンになったと言
われています。



東大DH 2016年11月 NOVEMBER
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
大安 赤口 先勝 友引 先負

紅茶の日 阪神タイガースデー 文化の日 ユネスコ憲章記念日 縁結びの日

6 7 8 9 10 11 12
仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

お見合いの日 立冬 いいお肌の日 １１９番の日 ハンドクリームの日 ポッキー＆プリッツの日 洋服記念日

13 14 15 16 17 18 19
大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

うるしの日 埼玉県民の日 七五三 幼稚園記念日 将棋の日 ミッキーマウスの誕生日 緑のおばさんの日

20 21 22 23 24 25 26
赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

ピザの日 フライドチキンの日 ペットたちに感謝する日 勤労感謝の日 オペラの日 ハイビジョンの日 いい風呂の日

27 28 29 30
先勝 友引 大安 赤口

ノーベル賞制定の日 太平洋記念日 いい服の日 カメラの日

銀杏の木



東大DH 2016年 12月 DECEMBER
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
先勝 友引 先負

映画の日 日本人宇宙飛行記念日 奇術の日

4 5 6 7 8 9 10
仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

破傷風血清治療法の日 バミューダ・トライアングルの日 音の日 クリスマスツリーの日 レノンズデー 漱石忌 世界人権デー

11 12 13 14 15 16 17
大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

百円玉の日 漢字の日 双子の日 赤穂浪士討ち入りの日 観光バス記念日 電話創業の日 ライト兄弟の日

18 19 20 21 22 23 24
赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

国連加盟記念日 日本初飛行の日 霧笛記念日 遠距離恋愛の日 冬至 天皇誕生日 クリスマスイブ

25 26 27 28 29 30 31
先勝 友引 先負 仏滅 赤口 先勝 友引

クリスマス プロ野球誕生の日 ピーターパンの日 シネマトグラフの日 シャンソンの日 正月飾りの日 大晦日

花束




