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2019 年 6 月  

月 火 水 木 金 
アストロジー 

木星土星冥王星月内逆

行中、海王星 6/21～ 

重要変化日：6/16 

普通変化日：6/11，21，

26  

Sell:6/11-12、6/26-27 

Buy：6/14 

FIFA 女子ワールドカッ

プ 6/7～7/7 

ラウンド 16 6/23-26 

準々決勝 6/28-30 

準決勝 7/3-4 

決勝 7/7 

なでしこ vs スペイン

6/2 仏ルトゥケ（親善） 

コパアメリカブラジル

2019 6/14～7/7 

準々決勝 6/28-30 

準決勝 7/3-4 

決勝 7/8 

U20 ワールドカップ 

日本 vsF2 位 6/5 0：30 

勝てば 6/9 3：30 

京都スペイン料理祭 6/1

～2京都市国際交流会館 

十三よっとこバル 6/1-2 

たかつきバル 6/2 

松屋創業ビーフカレー

発売 6/4 から 

スシロー創業祭 100 円

復刻祭り 5/29-6/9  

ウル虎の夏 2019、6/1～14 

ふるさと納税新制度 6/1 

貴船祭り 6/1 

大井川鮎釣り解禁 6/1 

平安神宮京都薪能 6/1-2 

「アラジン」公開 6/7 

十津川鮎釣り解禁 6/9 

沖縄慰霊の日 6/23 

3 新月 

豪製造業景況指数 
中国 PMI（財新） 

国内新車登録台数 

トルコ CPI,PPI 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

米新車販売台数 

4   

RBA キュシュレート 

豪国際収支小売売上高 

ユーロ CPI 

南ア GDP 

米製造業新規受注 

耐久財受注確報 

プロ野球交流戦～6/24 

5  
豪 GDP 

中国サービス業 PMI 

ユーロ PMI,PPI 

ADP 雇用統計 

ISM 非製造業景況指数 

ベージュブック 

日本 vs トニーダトバコ 

6  
豪貿易収支 

豪建設住宅許可件数 

ECB 理事会  

ユーロ GDP 

新規失業保険申請件数 

米貿易収支 

カナダ貿易収支 

7  
景気動向指数速報値 

ユーロ CPI, PPI 

スイス雇用統計 

米雇用統計 

卸売在庫 

米消費者信用残高 

全仏オープン 6/9 まで 

10  

国内 GDP2 次速報 

景気ウォチャー調査 

中国貿易収支 

英貿易収支 

日本 vs エルサルバトル 

G20財務相中央銀行総裁

会議 6/8 

伏見稲荷・田植祭 

11  

USDA 需給報告 

EIA 月例報告 

E3 ゲーム見本市～6/13 

英雇用統計  

南ア製造業生産 

米 PPI 

1：00 アルゼンチン vs な

でしこ 

12  

豪消費者信頼感 

中国 CPI,PPI 

トルコ政策金利 

南ア小売売上高 

米 CPI、米財政収支 

大江戸和宴～6/16 

卓球ジャパンオープン

萩村杯 6/12-16 

13 

OPEC 月例報告 

豪雇用統計 

スイス政策金利 

新規失業保険申請件数 

嵐山若鮎祭り 

全米オープン 6/13～16

ベブルビーチ 

ヒビヤガーデン 6/7-16 

14 重要変化日 6/16 

東京コーン納会 
一般大豆納会 

IEA 月例報告 

中国小売売上高、鉱工業

生産 トルコ国際収支 

米小売売上高、企業在庫 

ミシガン大信頼感速報 

なでしこ vs スコットランド  

17 満月 

上海ゴム納会 

NY 連銀製造業景況指数 

アメフトパールボウル 

（東京 D） 

チャイコフスキー国際

コンクール～6/29 

USTR 産業界から公聴会 

ラジェーションハウス

最終回 

18  

トルコ鉱工業生産指数 

ZEW 景況感 

住宅着工許可件数 

FOMC～6/19 

8：00 日本 vs チリ  

ACL1 回戦鹿島 vs 広島 

てんやの日 

としまえんあじさい祭

り 5/25-6/24 

19  

清田 JPXCEO 会見 

NZ 国際収支 

豪景気先行指数 

国内貿易収支速報 

英 CPI,PPI 

FOMC 声明 20 日 3：00 

日銀金融政策決定会合 

日銀総裁会見 6/20PM 

主要コンビニ売上 6/20 

20  
WTI 原油納会（NY） 

東京コメ納会 

NZGDP 

トルコ消費者信頼感 

BOE 政策金利 

新規失業保険申請件数 

フィラデルフィア連銀

景況指数 4：00 なでし

こ vs イングランド 

21  
海王星逆行開始 

NZ 貿易収支 

中古住宅販売統計 

カナダ小売売上高 

8：00 ウルグアイ vs 日本 

トルコイスタンブール再

市長選 6/23 

ASEAN 首脳会議 6/22 

KPMG 女子 PGA6/20-/23 

24 

東京ゴム納会 

TOCOM 株主総会 

景気動向指数改定値 

中国景気先行指数（CB） 

中国工業利益 

トルコ設備稼働率 

IFO 景況感 

名古屋場所番付発表 

宝塚記念 6/23 

25  
東京貴金属納会 

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

OPEC 総会 

日産株主総会 

日銀金融政策議事要旨 

米新築住宅販売 

ケースシラー住宅価格 

消費者信頼感（CB） 

8：00 エクアドル vs 日本  

26 
NY 貴金属納会 

NZ 政策金利 

OPEC+非 OPEC 閣僚会議

耐久財受注 

民主党大統領候補者討

論会 6/26-27 

通常国会期末 

陸上日本選手権～6/30 

ACL1 回戦浦和 vs 蔚山 

27 
国内貿易収支確報 

中国工業利益 

独 CPI,南ア PPI 

米 GDP 確報 

新規失業保険申請件数 

天神祭ギャル神輿応募

6/1～6/30 まで 

G20 首脳会議 6/28-29 

大阪交通規制 6/27～30 

28 
東京原油⑥取引最終日 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

作付面積四半期在庫報告 

トルコ貿易収支 

英 GDP 確報 

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 

中国 PMI（NBS）6/30 


