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新型コロナウイルスの最新の動き（４月１８日付） 

在モントリオール日本国総領事館 

 

●当館管轄州における感染者数の現状（４月１８日（土）１５時現在，各州政府 HP・記者会見から引用） 

 陽性* 死亡 検査中 検査済（陰性） 入院者数 

QC 17521 (+723) 805 (+117) 2964 (+129) 141249 (+4325) 1130 (+54) 

（内 ICU 患者：258 (+51)） 

(MTL) 8052 (+292) - - - - 

NB 118 (+1) 0 (0) - 9783 (+385) 5 (0) 

（内 ICU 患者：3 (0)） 

NS 649 (+43) 7 (+3) - 20312 (+806) 11 (0) 

（内 ICU 患者：5 (0)） 

PEI 26 (0) 0 (-) 70 (-42) 2172 (+43) 0 (0) 

NL 257 (+1) 3 (0) - 5871 (+286)** 6 (-1) 

（内 ICU 患者：3 (0)） 

（注：括弧内は前日比） 

*当館管轄州は「確定」「推定」の分類ではなく，「陽性（Positive）」「陰性（Negative）」のみの分類表記となった。陽性

者の急増は，かかる表記変更に基づくところがあるので要留意。 

**NL 州は陽性数も含めた検査数の合計を表示していることに留意。 

***治癒数は，主に州政府による記者会見時の口頭での発表に依拠するため，各会見記録を参照。 

 

１ 当館からのお知らせ等 

◎COVID 邦人支援プロジェクト 

モントリオールアカデミー会では過日のニーズ調査の結果を受けて，下記２つのワークショップをオンラインで行う事

となりました。ご興味のある方はそれぞれのリンクよりお申し込み下さい。尚，本セッションはモントリオール日本国総

領事館管轄地域にお住まい（カナダ東部地域）の在留邦人及びそのご家族のみを対象としております。また，全ての

セッションはオンライン，日本語のみで行われますのでご了承ください。 

 

・セッション１「こどもの急変、観察のしかた」 （実施済み） 

日時：4/17(金) 13:00-13:45 

担当：川口敦 小児科、小児集中治療（こどもの ICU で働く）の医師 

対象：お子さんをお持ちの全ての邦人保護者（２０名まで） 

申込フォーム：https://forms.gle/CfbKGwBmR4D1G9fS7 

 

・セッション２「健康な自分と家族であるために：心と関係のケア」 

日時：4/19(日) 15:00-16:00 

担当：小西千秋 マギル大学大学院人間発達心理研究科准教授 

対象：お子さんをお持ちの方対象。ご夫婦での参加可。（６名まで） 

https://forms.gle/CfbKGwBmR4D1G9fS7
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申込フォーム：https://forms.gle/pKTiQtYMt8TihVEj6 

 

本セッションの申込等についてのご質問は， covidproject@ateliertomita.ca までお願いいたします。 

 

◎（４月７日）ケベック州は今後の見通し（モデリング）を公表。ピークは４月１８日前後に到来すると予測。 

（ https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Scenarios-

courbes-FR-VF.pdf?1586291830 ） 

 

◎（４月８日）今般のケベック州のモデリングを踏まえた当地日本人医療従事者の見解 

 今回のモデリングは，他国のデータからの予測であり，あくまで参考としてとらえるべき。 

 ケベック州は，現状，楽観的なシナリオに近いと思われる。一方，老人介護施設での集団感染がコントロール出

来ない場合，死亡者が増えると思われるので，油断は出来ない。 

 これまでのところ，ケベック州政府はやるべきことをしっかりやっている印象。 

 今回のケベック州のモデリングのうち，楽観的な予測について言えば，あくまでケベック州民の皆さんがソーシャ

ル・ディスタンスを守り続けるという前提の上に成り立つものである。 

 引き続き，油断しないよう，皆さんがそれぞれ，「２メートル」「手洗い」「在宅」を忍耐強く行い続けることが大事。 

 

◎（４月１４日）当館 HP に当館管轄州の今後の見通し（モデリング）の概要を纏めていますので，ご参照ください。 

 

◎日本とカナダの間のフライトは頻繁に変更されています。在カナダ日本国大使館 HP では，カナダ→日本の直行便

に関する状況を含めた「日本・カナダ間の渡航に関する情報」を随時更新しておりますので，ご参照ください。 

https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html 

 

◎当地で疑わしい症状が出た場合に自分でどういった対応をとるべきか等について，ケベック州が対応ガイド（Self-

care Guide）を掲載していますので，万が一の際に参考にしてください。 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-

30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885 

 

◎日本時間４月７日に発出された７都道府県を対象とした緊急事態宣言を受けて，翌８日に開催された新型コロナウ

イルス感染症への対応に関する外プレ向け記者会見（第７回）の内容を当館 HP に掲載しています。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/_20200408.pdf 

 

◎（４月８日）伊澤総領事からのメッセージ 

ケベック州，大西洋州の邦人の皆様へ 

昨日，ケベック州政府は，今後の感染拡大の見通しを発表しました。見通しは，欧州諸国の感染状況を参考に，楽

観的なシナリオ，悲観的なシナリオを説明しています。この１か月間，感染拡大が続いており，いったいどこまで感染

が拡大するのか，小官も含め皆様不安な気持ちをお持ちだと思います。この見通しによれば，ケベック州の感染の現

状は楽観的な見通しの範囲内にあり，また，今月の後半（楽観シナリオでは１８日頃）に感染がピークなると予想され

https://forms.gle/pKTiQtYMt8TihVEj6
mailto:covidproject@ateliertomita.ca
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Scenarios-courbes-FR-VF.pdf?1586291830
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Scenarios-courbes-FR-VF.pdf?1586291830
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/_20200408.pdf
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ています。コロナウイルスはこれまで私たちが経験をしなかった疾病であり，この未知のウイルスに関する見通しにど

れ程の科学的裏付けがあるかは正直分かりませんが，州政府という公的な立場からの，もう少しの辛抱で感染拡大

に抑制がかかるとの見通しには元気づけられます。また，ケベックの医療体制が感染の拡大に十分対応できているこ

とも心強く思います。その一方で，いずれの見通しでも，今後しばらく引き続き感染が拡大すること，そして４月末でも，

抑制されるとはいえ，感染が続くとのことであり，感染の完全収束はまだ見通せていません。完全制圧には更に時間

が必要なようです。 

前回のメッセージでも述べましたが，幸いなことに，４月８日現在，当総領事館が把握する限り，管轄地域において

邦人の方々に感染者が出たとの報告はありません。これはひとえに皆様の自衛の努力の結果です。今回の見通しを

参考にして，皆様におかれましても，引き続きこれまでの努力を継続して頂き，この危機を乗り切って頂きたいと思い

ます。 

 

◎自宅待機中の健康上の心がけ（３月２６日付 在カナダ日本国大使館 藤川医務官からのアドバイス） 

１ 規則正しい生活の遵守 

精神面が落ち込む，身体に何らかの影響があり得るため，可能な限り，起床・食事・睡眠について，通常どおり，規則

正しい生活を守る。また，引きこもって運動不足になりやすいため，自宅内で体操等，意識的に身体を動かすと良い。 

２ 友人・知人等とのコミュニケーション維持 

精神面の不安を和らげるため，電話，テレビ電話等，様々なツールを活用し，いつも以上にハードルを下げて，意識的

に誰かと連絡を取り合う。 

３ 新型コロナ関連情報を見聞きしない時間を確保 

ネットニュースを追いかけ続けたくなる気持ちは分かるが，１日３０分でも良いので，新型コロナに関する情報に触れ

ない時間を作る。特に，就寝前にスマホ等でニュースを追うことは控えると良い。 

■参考リンク： 

・日本心理学会（ https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/ ） 

・筑波大学（ https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html ） 

・米国 CDC（ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html ） 

 

◎３月２３日からモントリオール市内（Place des festivals (Quartier des spectacles), Entrée au coin de la rue St-

Urbain et boul. de Maisonneuve）において予約不要のウォークイン検査施設が設置されているので，この付近を移動

される際にはご留意願います（関連リンク： https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/ ）。 

 

  

https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/
https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
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２ 新型コロナウイルスに係る当館管轄州の報道ぶり 

※以下の情報は，報道ベースのものであり，当館が情報の正確性について保証するものではありません。 

 

【１ カナダ全般】  

（１）（１８日）１１時１５分，トルドー首相が定例記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●米国との国境閉鎖を３０日間（５月２１日まで）延長することで合意。医薬品や食料などの必需品は現状どおり流通

が確保される。 

●３億６００万加ドルを先住民の経済活動に支出する。当該支援は，無利子借款又は補助金として行われる。先住民

に対する新たな支援策についても近日中に発表予定。これらの取組によって，先住民の約６０００企業を支援。 

●更なる中小企業向け支援策についても近日中に発表予定。 

●N95 マスクなどの個人医療防護品（PPE）を載せた商用機２機が到着した。数日中にもその他医療機材が到着予

定。また，国産のマスクやフェイスガードも直に送付される見込み。 

●（飛行機内でのマスク着用義務化について問われ，）引き続き不要不急の移動は禁止される。緊急の理由により飛

行機移動を余儀なくされる場合には，機内での対人距離確保は困難となるため，当該義務が課せられる。 

●（記者の質問に対して，）議会は４月２０日に召集予定。但し，どういった形式で行うのか合意は得られていない。自

由党は，週１度，出席議員数を減らした上で行うべきと考えている（注：報道によれば，保守党は週４〜５回の召集を

要請）。多数の野党は我々の案に賛同をしているが，協議は引き続き継続中。 

●（ブリティッシュ・コロンビア州が隔離解除を計画していることについて問われ，）早急に過ぎる対応は行うべきでは

ない。この点については，各州首相とも議論をし，皆から賛同を得ている。地域毎に状況が異なることは認識するが，

慎重に決断すべきである。 

●（記者の質問に対して，）衛生上の観点から閉鎖を余儀なくされる屠殺場もあるが，現状，生肉の流通に問題はな

い。 

La frontière canado-américaine restera fermée au moins jusqu’au 21 mai 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/18/01-5269927-la-frontiere-canado-americaine-restera-fermee-au-

moins-jusquau-21-mai.php 

 

（２）（１８日）緊急補助金制度（PCU/CERB）の申請期間は以下のとおり４週間単位で区切られる。一度補助金受給さ

れても引き続き支援が必要であれば，最大１６週間（４期間）再申請が可能。 

・第一期間： ３月１５日〜４月１１日 

・第二期間： ４月１２日〜５月９日 

・第三期間： ５月１０日〜６月６日 

・第四期間： ６月７日〜７月４日 

・第五期間： ７月５日〜８月１日 

・第六期間： ８月２日〜８月２９日 

・第七期間： ８月３０日〜９月２６日 

Important Note for Canada Emergency Response Benefit (CERB) Applicants 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/apply-for-cerb-with-cra.html#after 

  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/18/01-5269927-la-frontiere-canado-americaine-restera-fermee-au-moins-jusquau-21-mai.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/18/01-5269927-la-frontiere-canado-americaine-restera-fermee-au-moins-jusquau-21-mai.php
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/apply-for-cerb-with-cra.html#after
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（３）（１８日）飛行機内でのマスク着用が義務化。 

Canada requires air passengers to wear masks to curb coronavirus 

https://montrealgazette.com/pmn/health-pmn/canada-requires-air-passengers-to-wear-masks-to-curb-

coronavirus/wcm/328b6531-154b-419f-b3e3-b3f9da932d89/ 

 

【２ ケベック州】 ※今週末は，定例記者会見は無い予定。 

（１）（１８日）カナダ軍の１２５名は，本日から州内長期介護施設で従事開始。 

L’armée en renfort dans les CHSLD dès samedi 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/18/01-5269924-larmee-en-renfort-dans-les-chsld-des-samedi.php 

 

（２）（１８日）高齢者が多く住む公営住宅内での感染拡大を懸念し，州政府は対策を強化。  

Crainte de propagation du coronavirus dans les HLM 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695143/coronavirus-crainte-residents-hlm-ministre-laforest 

 

（３）（１８日）州最東部・ガスペ半島で新たに８名の感染者を確認。その内４名がスーパーマーケットの従業員。 

Gaspésie: huit nouveaux cas de COVID, dont quatre touchant deux supermarchés 

https://www.lesoleil.com/actualite/gaspesie-huit-nouveaux-cas-de-covid-dont-quatre-touchant-deux-

supermarches-70dacbe4b1490459eeb68cacf3136817 

 

（４）（１８日）劣悪な環境が確認されたヘロン長期介護施設入居者１３０名の内１１４名から陽性反応。 

CHSLD Herron: presque tous les résidents infectés par le virus 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/18/presque-tous-les-residents-infectes 

 

（５）（１８日）死者数の増加を受けて，いくつかの葬儀場はパンク状態であり，倉庫コンテナに遺体を保管せざるを得な

い状態。 

Des salons funéraires débordent de corps 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/17/des-salons-funeraires-debordent-de-corps 

 

（６）（１８日）モントリオール・ユダヤ系病院は，更なる長期介護施設からの感染者移送を見越した準備を進めている

旨発言。 

COVID-19: Jewish General prepares to receive long-term care patients 

https://montrealgazette.com/news/local-news/covid-19-jewish-general-prepares-to-receive-long-term-care-

patients/wcm/6f3daa04-0c7b-4b3c-9331-ddbae9828051/ 

 

（７）（１８日）成人の新型コロナウイルス陽性患者２名がモントリオール子ども病院の集中治療室に入院。ケベック州

の医療体制が大きな試練を受けていることを示している。 

Des adultes traités à l’Hôpital de Montréal pour enfants 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/18/01-5269925-des-adultes-traites-a-lhopital-de-montreal-pour-

https://montrealgazette.com/pmn/health-pmn/canada-requires-air-passengers-to-wear-masks-to-curb-coronavirus/wcm/328b6531-154b-419f-b3e3-b3f9da932d89/
https://montrealgazette.com/pmn/health-pmn/canada-requires-air-passengers-to-wear-masks-to-curb-coronavirus/wcm/328b6531-154b-419f-b3e3-b3f9da932d89/
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/18/01-5269924-larmee-en-renfort-dans-les-chsld-des-samedi.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695143/coronavirus-crainte-residents-hlm-ministre-laforest
https://www.lesoleil.com/actualite/gaspesie-huit-nouveaux-cas-de-covid-dont-quatre-touchant-deux-supermarches-70dacbe4b1490459eeb68cacf3136817
https://www.lesoleil.com/actualite/gaspesie-huit-nouveaux-cas-de-covid-dont-quatre-touchant-deux-supermarches-70dacbe4b1490459eeb68cacf3136817
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/18/presque-tous-les-residents-infectes
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/17/des-salons-funeraires-debordent-de-corps
https://montrealgazette.com/news/local-news/covid-19-jewish-general-prepares-to-receive-long-term-care-patients/wcm/6f3daa04-0c7b-4b3c-9331-ddbae9828051/
https://montrealgazette.com/news/local-news/covid-19-jewish-general-prepares-to-receive-long-term-care-patients/wcm/6f3daa04-0c7b-4b3c-9331-ddbae9828051/
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/18/01-5269925-des-adultes-traites-a-lhopital-de-montreal-pour-enfants.php
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enfants.php 

 

（８）（１８日）モントリオール市は，対人距離確保を徹底させるために市内歩道の整備を進める。 当該整備によって交

通の活性化や道幅の狭い歩道でも対人距離を遵守できるように促す。 

Les corridors sanitaires se multiplient à Montréal 

https://www.ledevoir.com/politique/montreal/577261/les-corridors-sanitaires-se-multiplient-a-montreal 

 

 

（参考：４月１７日１７時１５分現在モントリオール島地区別感染者数） 

※括弧内の増加数は，昨１７日にデータ公表がなされなかったため，４月１６日（２日前）比となっていることに留意。 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/18/01-5269925-des-adultes-traites-a-lhopital-de-montreal-pour-enfants.php
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/577261/les-corridors-sanitaires-se-multiplient-a-montreal
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（参考：４月１７日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 

 

【３ ニューブランズウィック州】 ※今週末は，定例記者会見は無い予定。 

（１）（１８日）One new case of COVID-19; 87 people have recovered 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0213.html 

 

（２）（１８日）Addiction services available, but may be restricted, during COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/addiction-services-available-covid-1.5537236 

  

（３）（１８日）Reopening ATV trails was 'bad decision' that will be reversed, QuadNB says 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/quad-nb-atv-trails-new-brunswick-1.5537322 

 

【４ ノバスコシア州】 ※明１９日，定例記者会見は実施予定。 

（１）（１８日）Nova Scotia Reports Three More Deaths, Forty-three New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200418001 

 

（２）（１７日）What to expect if you're getting tested for COVID-19 

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/what-to-expect-if-you-re-getting-tested-for-covid-19-1.4901179 

   

（３）（１７日）Nova Scotia Health Authorities officials have announced two new areas of potential exposure in 

the Halifax Regional Municipality 

NSHA issues coronavirus exposure warnings in Dartmouth 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0213.html
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/addiction-services-available-covid-1.5537236
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/quad-nb-atv-trails-new-brunswick-1.5537322#_blank
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200418001
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/what-to-expect-if-you-re-getting-tested-for-covid-19-1.4901179
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https://globalnews.ca/news/6832680/nsha-coronavirus-covid-19-exposure-warnings-dartmouth/ 

 

【５ プリンスエドワードアイランド州】 ※今週末は，定例記者会見は無い予定。 

（１）（１８日）Recap of latest COVID-19 news headlines in PEI. 新型コロナウイルス関連の最新ニュース要旨。 

COVID-19 on P.E.I.: What's happening Saturday, April 18 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-saturday-april-18-1.5537200 

 

（２）（１８日）UPEI is hosting a virtual open house for prospective students Monday (April 20) at 1 p.m. ADT via 

Facebook Live. 

Prospective students to get tour of UPEI, but not in person 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-upei-virtual-open-house-1.5537233 

 

（３）（１７日）Northumberland Ferries delays P.E.I.-N.S. service until at least June 1 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-northumberland-ferries-season-delay-covid19-

1.5536772 

  

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】 ※今週末は，定例記者会見は無い予定。 

（１）（１８日）現在，６名が入院，３名が ICU 治療，１８９名が治癒。東部医療地区:２３９名，中部医療地区:８名，西部

医療地区:４名，ラブラドール・グレンフェル医療地区:６名 

Public Advisory: One New Case of COVID_19 in Newfoundland and Labrador 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/exec/0418n01/ 

New COVID-19 Case in N.L., bringing total to 257 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-covid-19-april-18-1.5537214 

Pandemic Update 

https://covid-19-newfoundland-and-labrador-gnl.hub.arcgis.com 

 

（２）（１７日）１７日会見の要旨。４名の新規感染者を確認。社会の再開は段階的となる方針。 

Getting back to normal will be ‘gradual’ and in stages Haggie says 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-april-17-1.5535782 

  

（３）（１７日）セント・ジョンズ市長は，規制緩和に備えて，夏季娯楽施設の準備・維持のために人員の確保を行う。仮

にサマープログラムが再開することがあれば，本年度は，例年の１７５名程度の雇用を縮小して募集する見込み。 

St. John’s hiring summer staff, but mayor says programming may not happen 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/stjohns-summer-staff-covid-1.5535350 

  

（４）（１７日）州警察（RNC）の新型コロナウイルス捜査部隊は，８０件の遵守違反捜査のうち５０件を終了。特に問題

になっているのは，家庭内暴力の深刻化である。RNC は緊急事態やメンタルヘルスの懸念について，RNC に連絡

するよう警鐘を鳴らす（ヘルプラインの一覧： 

https://globalnews.ca/news/6832680/nsha-coronavirus-covid-19-exposure-warnings-dartmouth/
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-saturday-april-18-1.5537200
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-upei-virtual-open-house-1.5537233
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-northumberland-ferries-season-delay-covid19-1.5536772
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-northumberland-ferries-season-delay-covid19-1.5536772
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/exec/0418n01/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-covid-19-april-18-1.5537214
https://covid-19-newfoundland-and-labrador-gnl.hub.arcgis.com/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-april-17-1.5535782
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/stjohns-summer-staff-covid-1.5535350
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https://www.health.gov.nl.ca/health/findhealthservices/helplines.html ）。 

Bulk of COVID-19 investigations closed without charges, with 30 still open:RNC 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/rnc-covid-19-unit-1.5536267 

  

（５）（１７日）最近のガス・灯油の燃料価格下落に伴い，大量にストックする住民が増加。州政府による車載量の規制

や保存容器に関する消防規則について詳細が説明されている。 

Don’t fill Tupperware containers with fuel, and other less obvious tips for gasoline storage 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/gas-can-safety-covid-19-1.5535596 

（了） 

https://www.health.gov.nl.ca/health/findhealthservices/helplines.html
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/rnc-covid-19-unit-1.5536267
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/gas-can-safety-covid-19-1.5535596

