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2019 年 5 月  

月 火 水 木 金 
アストロジー 

木星土星冥王星月内逆

行中 

重要変化日なし 

普通変化日：5/2，15，

21，29、Sell:5/10-11 

Buy：5/13-14 

吉野家 4/27～5/6 牛丼

並盛半額！「ゴールデン

ウィークお子様割」実施 

5/1 剣璽等承継の儀  

政治即位後朝見の儀 

皇太子様新天皇に即位 

5/4 一般参賀（皇居） 

5/8新天皇が宮中三殿に

即位の礼と大嘗祭を行

う日を奉告される儀式 

5/13 斎田点定の儀（皇

居・神殿） 

1 令和に改元 
NZ 雇用統計 

豪製造業景況指数 
ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

米新車販売台数 

ADP 雇用統計 

FOMC 声明文 5/2 3 時 

2 
BOE 政策金利 

中国 PMI（財新） 

ユーロ PMI 

米製造業新規受注 

耐久財受注確報 

新規失業保険申請件数 

イラン産原油禁輸制裁

の適用除外期限 

3 新月４日 
豪建設住宅許可件数 

トルコ CPI,PPI 

ユーロ CPI, PPI 

米雇用統計 

ISM 非製造業景況指数 

下鴨神社・流鏑馬神事 

高槻ジャズストリート

5/3-4 

6  

中国サービス業 PMI 

タイ国王戴冠式 5/4-6 

長岡天満宮筆塚祭 5/5 

バイキングパーク 5/3-6

日比谷公園 

フードソニック中之島

5/6 まで大阪中之島 

7   

EIA 月例報告 

RBA キュシュレート 

豪貿易収支小売売上高

国内新車登録台数 

米消費者信用残高 

大阪王将餃子 50 年間無

料パスポート！twitter

キャンペーン 5/6 まで 

8  
南ア総選挙 

IPCC 総会京都～5/12 

NZ 政策金利 

日銀金融政策議事要旨 

中国貿易収支 

スイス雇用統計 

9  
衆院憲法審査会の参考

人質疑、コスモ決算発表 

中国 CPI,PPI 

南ア製造業生産 

新規失業保険申請件数 

米 PPI、貿易収支 

卸売在庫 

カナダ貿易収支 

10  
USDA 需給報告 

日露外相会談 

日銀「主な意見」 

英 GDP、貿易収支 
米財政収支、米 CPI 
カナダ雇用統計 
ワ ー ル ド レ デ ィ ー ス
5/9-12 茨城 GC 

13  

景気動向指数速報値 

トルコ国際収支 

JXTG 決算発表 

大相撲夏場所 5/12-26 

ムザラネ vs 黒田 

柔 道 グ ラ ン ド ス ラ ム

5/10-12 バクー 

14  

シカゴコーン納会 
シカゴ大豆納会 

OPEC 月例報告 

景気ウォチャー調査 

トルコ鉱工業生産指数 

ZEW 景況感、独 CPI 

英雇用統計  出光昭

和シェル決算発表 5/15 

京都三大祭り・葵祭 5/15 

15  

上海ゴム納会 

IEA 月例報告 

中国小売売上高鉱工業

生産、トルコ雇用統計 

ユーロ GDP、独 GDP 

商務省米小売売上高 

米企業在庫 NY 連銀製造

業景況指数 

鉱工業生産・設備稼働率 

16 

豪雇用統計 

新規失業保険申請件数 

住宅着工許可件数 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

全米プロ 5/16-20 ファ

ーミングデール 

17  

NZPPI 

ミシガン大信頼感速報 

米景気先行指数 

嵐山・三船祭 5/19 

WBSS バンタム級準決勝 

WBA王者井上尚也 vsIBF王

者ロドリゲス 5/18英グラ

スゴー 

体操 NHK 杯 5/18-19 

20 満月 5/19 

JMMC5/19 

国内 GDP 

主要コンビニ売上高 

アルバラード vs 小西

5/19 神戸ポートピア 

神戸まつり 5/17-19 

21  

WTI 原油納会（NY） 

トルコ消費者信頼感 

中古住宅販売統計 

OECD 世界経済見通し 

女子バレーネーション

ズリーグ 5/21-25 ブル 

22  

NZ 小売売上高 

豪景気先行指数 

国内貿易収支 

FOMC 議事録 4/30-1 分  

「白い巨塔」5 夜連続ス

ペシャル 5/22-26 

23  
中国景気先行指数（CB） 

トルコ設備稼働率 

IFO 景況感、独 GDP 

米新築住宅販売 

新規失業保険申請件数 

南ア政策金利 

24  
東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

NZ 貿易収支 

全国 CPI 

耐久財受注 

U20W 杯 5/23～6/15 

徐燦 vs 久保隼 5/26 

27 メモリアルデー

（米国全て休場） 
トランプ氏来日 5/25-28 
東京ゴム納会 

国内景気動向指数 

中国工業利益 

東名高速全線開通 50 周

年 5/26 

28  
東京小豆納会 

スイス GDP 

ケースシラー住宅価格 

消費者信頼感（CB） 

全仏オープン 5/26-6/9 

女子バレーネーション

ズリーグ 5/28-30 トルコ 

 

29 
NY 貴金属納会 

仏 GDP、独雇用統計 

カナダ政策金利 

30 
国内貿易収支確報 

南ア PPI 

新規失業保険申請件数 

米 GDP 改定値 

全米女子オープン

5/30-6/2 チャールスト 

経団連総会 

31 
東京原油⑤取引最終日 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

中国 PMI（NBS） 

トルコ GDP、貿易収支 

シカゴ購買部景況指数 

ミシガン大信頼感確報 

米個人所得個人支出 

カナダ GDP 


