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2016 年 11 月  

月 火 水 木 金 
箕面の滝前、府道 43 号

線 11 月土日は一方通行

規制、勝運祈願の勝尾寺

のライトアップは１１

月中  

大覚寺・真紅の水鏡 

11/11～12/4 

清水寺・夜の特別拝観

11/12～12/4 

南 禅 寺 ラ イ ト ア ッ プ

11/15～  

吉野家・冬の定番 

限定鍋膳 11/1～ 

1 
RBA キャシュレート 

日銀総裁会見 

経済物価情勢の展望 

FOMC～11/2 

豪製造業景況指数 

中国国家統計局 PMI 

財新中国製造業 PMI 

国内新車登録台数 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

米新車販売台数 

2 
ECB 理事会  

FOMC 声明 3 日 3：15 

NZ 雇用統計 

豪住宅建設許可件数 

独雇用統計  

ユーロ PMI 確報 

ADP 雇用統計 

マクドナルド「子育て支

援パスポート」11/1 から

全国展開 

3 文化の日 
BOE 委員会 BOE 議事録 

豪貿易収支 

財新中国サービス業購

買担当者景況指数 

トルコ PPI,CPI 

新規失業保険申請件数 
ISM 非製造業景況指数 

米耐久財受注 

製造業新規受注 

鹿島神宮・相撲祭り 

日本国憲法公布 70周年 

4 

豪小売売上げ高 

米雇用統計 

米貿易収支 

全日本大学駅伝 11/6 

ニューヨークシティマラソン

11/6 

東京ラーメンショー11/6 ま

で（駒沢 OP 公園） 

神田カレーグランプリ

11/5～6 

7 米国冬時間入り 

日銀金融政策決定会合

議事要旨 9/21-22 分  

豪建設業景況指数 

COP22～11/18 モロッコ 

米消費者信用残高 

8 米大統領選挙開票 

EIA 月例報告 

景気動向指数速報 

中国貿易収支 

トルコ鉱工業生産 

しあわせの湯 大人

800 円が 500 円に 11 月

の平日 

9  
USDA 需給報告 

豪消費者信頼感 

中国 PPI,CPI 

国内景気ウオッチャー 

なか卯海鮮シリーズ 4 弾

「生うに丼」11/9販売開始 

10 
今宮戎福娘応募締切 
IEA 月例報告 

大阪コメ納会 

NZ 政策金利 

日銀「主な意見」 

新規失業保険申請件数 

米財政収支 

11 ベテランズデー

（CME.ICE.株式あり） 

OPEC 月例報告 

ミシガン大信頼感速報 

日本 vs オマーン 

（親善試合カシマ） 

エリザベス女王杯 13 日  

 

14 満月 
シカゴ大豆納会 

国内 GDP１次速報  

中国小売売上高 

中国鉱工業生産 

大相撲九州場所 

11/13～27 福岡国際 C 

明治神宮野球大会 

11/11～16 

嵐山もみじ祭り 11/13 

15 

ユーロ GDP 

トルコ雇用統計  

ZEW 景況感 

商務省小売売上高 

NY連銀製造業景況指数 

W 杯最終予選  

日本 vs サウジ（埼玉） 

鶴丸饂飩きつね半額日  

16 

ECB 理事会  

豪景気先行指数 

英雇用統計 

米生産者物価 

鉱工業生産設備稼働率 

米モーターショー  

（10/15--27）  

17  

ボジョレヌーボ解禁日 

豪雇用統計 

新規失業保険申請件数 

米消費者物価 

米住宅着工許可件数 

米実質所得  

フィラデルフィア連銀

製造業景況指数 

18 

東京コメ納会 

APEC 首脳会議 10/19-20

安倍プーチン会談あり  

米景気先行指数  

てんやの日  

高校サッカー選手権大

阪決勝 11/19（ヤンマー

長居） 

ダンロップフェニクス  

21  

WTI 原油納会（NY） 
国内貿易収支速報 

神戸マラソン 11/20 

神宮外苑いちょう祭り

11/19～12/5 

関西学生アメフト Div1

最終戦、関学 vs 立命 

22 

リッチモンド連銀製造

業景況指数  

中古住宅販売統計 

ひろしまラーメンスタ

ジアム 11/17-23 

 

23 勤労感謝の日 

今宮戎・福娘決定審査

（クボタホール） 

米新築住宅販売 
ミシガン大信頼感・確報 

米耐久財受注 

FOMC 議事録 11/1-2 分 

 

24 感謝祭 

（米国休場） 

東京ゴム納会 

トルコ政策金利  

IFO 景況感 

景気動向指数改定値 

LPGA リコーカップ 

（宮崎 CC～11/27） 

25 感謝祭翌日   

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

東京小豆納会 

NZ 貿易収支 
全国 CPI 
英 GDP 
ミシガン大消費者信頼
感確報 24 日かも？ 
鶴丸饂飩きつね半額日 

28  

N Y 貴金属納会 
中国工業利益 27 日 

中国景気先行指数 

ケンタッキーとりの日 

29 新月、肉の日 
国内貿易収支確報 
仏 GDP 
米 GDP 改定値 

ケースシラー住宅価格 

30OPEC 総会 
N Y 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油⑪取引最終 

トルコ貿易収支 

米個人所得支出 

30 日続き  

ADP 雇用統計 

シカゴ購買部景気指数

ベージュブック 

 

ロシア杯 11/4-6 

フランス杯 11/11-13 

中国杯 11/18-19 
NHK 杯 11/25～27 羽生  

天王星・海王星逆行中 

 


