
 

 

手打ちなので、間違いがあった場合はご容赦下さい。発表予定は諸般の事情で変わることがあります。 

作成：岡安商事㈱法人部 玉川博一 

2020 年 9 月  

月 火 水 木 金 
マイナンバーカード所

有者のマイナポイント

の還元開始 9/1 

「防災の日」訓練 9/1 

ゴーン事件で、金融商品

取引法違反罪に問われ

た元側近グレッグ・ケリ

ー被告と、法人としての

日産の初公判 9/15 

国連総会開会 9/15 

1  
RBA キャシュレート 

豪製造業景況指数 

国内新車登録台数 

中国 PMI（財新） 

ユーロ CPI 

米新車販売台数 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

2 満月 
豪 GDP 

ADP 雇用統計 

耐久財受注確報 

製造業新規受注 

ベージュブック 

マクド月見ファミリー限定

販売開始 

3 
豪貿易収支 

中国サービス業 PMI 

トルコ CPI,PPI 

新規失業保険申請件数 

米貿易収支 

ISM 非製造業景況指数 

カナダ貿易収支 

独家電見本市 9/3～5 

4   

豪小売売上高 

米雇用統計 

カナダ雇用統計 

豪サービス業景況指数

9/5 

パバロッティ「太陽のテ

ノール」公開 

ゴルフ 5レディース～9/6 

7 レーバーデー 

（米国休場） 

景気動向指数速報 

中国貿易収支 

叡王戦８局 

9/6 元湯陣屋 

石破派竹下派研修会 

悠仁様 14 才誕生日 9/6 

8   

国内 GDP2 次速報 

景気ウォチャー調査 

ユーロ GDP、南ア GDP 

米消費者信用残高 

二階幹事長在職歴代最

長（田中角栄を抜く） 

 

9 

EIA 月例報告 

北朝鮮建国記念日 

豪消費者信頼感 

中国 PPI,CPI 

カナダ政策金利 

法輪寺重陽の節会 

上賀茂神社重陽神事 

10 火星逆行開始 
ECB 理事会 

トルコ雇用統計 

南ア製造業生産 

新規失業保険申請件数 

米 PPI 

米卸売在庫 

11 木星逆行終了 
USDA 需給報告 

トルコ国際収支 

独 CPI 

米財政収支、米 CPI 

日本女子プロ 9/10-13 

ANA インスピレーション

9/10-13 ミッションヒルズ 

14   

シカゴコーン大豆納会 

OPEC 月例報告 

トルコ鉱工業生産 

IAEA 理事会 9/14-18 

ベネチア国際映画祭授賞

式 9/12 

大相撲秋場所 9/13-27 

15  

上海ゴム納会 

IEA 月例報告 

中国小売売上高 

中国鉱工業生産 

ZEW 景況感 

英雇用統計 

NY 連銀製造業景況指数 

鉱工業生産設備稼働率 

FOMC～9/16 

16  

日銀金融政策決定会合 

豪景気先行指数 

訪日外国人数 

国内貿易収支速報 

南ア小売売上高 

商務省小売売上高 

米企業在庫 

FOMC 声明 9/17 3；00 

カナダ CPI 

17 新月 

日銀総裁会見 

BOE 政策金利 

南ア政策金利 

NZGDP 

豪雇用統計 

米住宅着工許可件数 

ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀景況指数 

新規失業保険申請件数 

石破派資金パーティー 

18  

全国 CPI 

独 PPI 

米経常収支 

ミシガン大信頼感速報 

米景気先行指数 

カナダ小売売上高 

安保関連法成立 5 年 9/19 

李登輝氏追悼告別式 9/19 

全米オープン 9/17-20 

21 敬老の日  

IAEA 年次総会 9/21-25 

安倍総理誕生日 66 才 

叡王戦 9 局東京 

道志村キャンプで小倉

美咲さんが行方不明な

になってから１年 9/21 

22 新月 秋分の日 

WTI 原油納会（NY） 

トルコ消費者信頼感 

中古住宅販売統計 

国連総会一般討論演説

9/22-29 

テニス東レパンパシ

9/21-25 

23 

RBNZ 政策金利 

主要コンビニ売上高 

ユーロ PMI 

南ア CPI 

谷垣グループパーティ

ー 

24  
ゴム RSS3 納会 

金融政策議事要旨 

トルコ、メキシコ政策金

利 トルコ設備稼働率 

IFO 景況感 

新規失業保険申請件数 

米新築住宅販売 

25  

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

米耐久財受注 

中国工業利益 9/27 

IWC 総会 9/25-10/2 

EU 臨時首脳会議 9/24-25 

ベルリンマラソン 9/27 

28 
NY 貴金属納会 

景気動向指数改定値 

南ア PPI 

細田派パーティー 

G20 エネルギー相会合

9/27-28 コバール 

公明党党大会 9/27 

 

29 
国内貿易収支確報 

日銀「主な意見」 

独仏 CPI 

ケースシラー住宅価格 

消費者信頼感（CB） 

清田 JPXCEO 会見 

民主/共和党大統領候補

第１回 TV 討論会 

30 土星逆行終了 
NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 
東京原油⑨取引最終日 
USDA 四半期在庫報告 

中国 PMI（NBS） 

トルコ貿易収支 

英 GDP 

独雇用統計 

自民党役員任期満了 

30 日続き 

ユーロ CPI 速報 

南ア貿易収支 

ADP 雇用統計 

米 GDP 確報  

シカゴ購買部景況指数 

テニス全仏オープン

9/27-10/11 

天皇杯１回戦 9/16 

２回戦 9/23、9/30 

松尾大社八朔祭 9/6 

経済同友会夏季セミナー

9/10-11（新高輪） 

アジア開発銀行年次総会

9/17 

岡崎フードパーク

9/19-22 平安神宮前他 

御嶽山噴火～6 年 9/27 

自民党総裁任期満了まで

あと１年 9/30 


