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新型コロナウイルスの最新の動き（４月２４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２４日（金）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 22616 (+778) 1340 (+97) 2776 (-2382) 163016 (+4021) 1460 (+49) 

（内 ICU 患者：227 (+20)） 

(MTL) 10897 (+522) - - - - 

NB 118 (0) 0 (0) - 11802 (+405) 4 (-1) 

（内 ICU 患者：1 (0)） 

NS 850 (+23) 16 (0) - 24521 (+790) 11 (+1) 

（内 ICU 患者：3 (-1)） 

PEI 26 (0) 0 28 (+1) 2588 (＋98) 0 

NL 256 (0) 3 (0) - 7134 (+232) ** 5 (0) 

（内 ICU 患者：2 (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。 

**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 

◎（４月２４日）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８回）の内容を当館 HPに掲載

しています。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular/coronavirus.html 

 

◎（４月２３日）各州政府および当地報道発表による感染データの数値をもとに，状況の推移を把握するためのグラフ

を作成しましたので，ご参考ください。 

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

 

◎（４月２３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 

モントリオールでは相変わらず大規模なコロナウイルス感染が続いていますが，皆様如何お過ごしでしょうか。 

最近，ケベック州，大西洋州においてウィルスの感染状況に２分化が見られます。プリンスエドワードアイランドやニュ

ーブランズウィック，ニューファンドランド・ラブラドールでは感染拡大が見られず，状況が安定化しつつあるように見え

ます。その一方，ケベックやノバスコシアでは依然として多数の感染が発生しています。 

ケベックについては，２週間前に州政府が感染拡大の見通しを発表し，それによればケベックにおける感染は先週末

頃にピークになると予想されていましたが，残念ながら，本２３日でも依然として多数の感染者が確認されており，特

にモントリオールでは感染者が１万人を超える等，感染のピークに達しているとは思えません。モントリオールでは徹

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular/coronavirus.html
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/graph.pdf
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底的な自主隔離策のために総領事館のある Place Ville Marie 周辺ではあまり人もおらず，この周辺で大規模感染

が続いているとの実感は無いのですが，客観的には引き続き緊張した状況が続いています。 

総領事館としては，３月１０日以降，各州における政府発表や報道等を取りまとめて日報を送付させて頂いております

が，このようにいくつかの州で状況が安定化しつつあることを踏まえ，作業を縮小することとしました。具体的には，来

週以降，大規模感染が続いているケベックとノバスコシアに作業を集中し，それ以外の州につきましては，日報として

は作業をせず，何か大きな動きがあった時に随時情報を提供させて頂くこととします。なお，領事窓口サービスにつき

ましては，受付時間を短くしていますが，従来通り継続していきます。 

モントリオールを中心に引き続き感染が続くことが懸念されますが，ケベックの医療体制は十分対応できています。不

自由な日々が続きますが，感染を避けるために，皆様におかれましても，十分な予防策をこれまで同様継続して頂く

ようお願いします。 

 

◎（４月２０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。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.pdf 

 

◎（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。 

 

◎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 

 

◎（３月２６日）自宅待機中の健康上の心がけ ～ 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 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.pdf
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
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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 ） 

 

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）（２４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。 

●中小企業向けの家賃補助制度を発表。月５万加ドル以下の家賃を支払っている中小企業は，４〜６月の家賃を７

５％減額することで各州・準州政府と合意。減額分の５０％は連邦（その内７５％）・州政府（２５％）が，残りの２５％は

家主が負担する。より大規模な事業者向けの支援策も近日中に発表予定。 

●経済活動の徐々な再開について，午後にも各州首相と協議する。地域によって状況は異なるのは承知。国民の安

全を保障するために，連邦として，州に対して，原則や推奨事項（principles and recommendations）を示せるように

したい。 

Point de presse de PM Trudeau – April 24th  

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/24/prime-minister-announces-partnerships-provinces-and-

territories 

 

（２）（２４日）連邦政府とケベック州政府間で緊張の高まり。連邦政府が発表した学生緊急支援策は，夏期に学生の農

業従事を奨励するケベック州の取組に支障を来す可能性がある。また，長期介護施設（CHSLD）の問題によって，連

邦保健システムに対する再考圧力が高まっている。 

La tension monte entre Ottawa et Québec 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/23/01-5270696-la-tension-monte-entre-ottawa-et-quebec.php 

 

【２ ケベック州】  

（１）（２４日）１３時，ルゴー州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。 

●現在，累計陽性者数は２２６１６名（前日比７７８名増），死者数は１３４０名（前日比９７名増），入院者数は１４６０名

（前日比４９名増，その内集中治療者数は２２７名（前日比２０名増））。なお，入院者の中には厳密には治癒していて

も長期介護施設（CHSLD）の現状に鑑み施設に戻さず，入院を継続させている者もいることを補足する。 

●ケベック州は，CHSLD とそれ以外の地域の２つの世界に分かれていると既に述べた。このことは同州に限らず，

世界中で同じ現象が起きている。これまで医療資格がある者に CHSLD での支援を求めてきたが，現下の人手不足

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://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/24/prime-minister-announces-partnerships-provinces-and-territories
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/24/prime-minister-announces-partnerships-provinces-and-territories
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/23/01-5270696-la-tension-monte-entre-ottawa-et-quebec.php


4 

 

の状況に鑑み，今後は医療資格を有していなくともフルタイムで勤務可能な者は支援に来てほしい。これはボランティ

アではなく，給与・特別手当ての支払いを行う。 

●CHSLD 以外の地域は，比較的安定している。来週，経済・学校再開に向けたロードマップを示す予定であるが，引

き続き慎重な行動を求めたい。対人距離の確保や手洗いの徹底などは引き続き必要。公共交通機関やスーパーなど

対人距離の確保ができない場合には，マスクの着用を強く推奨する。しかし，繰り返しであるがマスク着用は手洗いや

対人距離確保に取って代わるものではない。 

●ケベック州の集団免疫を獲得するためには，ケベック州民のマインドチェンジ（déprogrammer）をしなければならな

い。慎重さを保ちながら，我々は社会活動を再開させる必要がある。これまでとは異なるが，より活性化した生活を取

り戻さなければならない。 

●（記者の質問に対して，）ピークは既に数日前に過ぎている。しかし，陽性者数は今後１４日間程度は増加し続ける

だろう。 

●（記者の質問に対して，アルダ医師より，）自然免疫に関する詳細なデータは現状無いが，それ故に感染度合いを

見極めるためにも再開計画は段階的でなければならない。新たなホットスポットが生まれるようであれば，適当な措置

が執られることになろう。 

Il «faut éteindre le feu», dit Legault 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/24/01-5270753-il-faut-eteindre-le-feu-dit-legault.php 

 

（２）（２４日）陽性者１名から拡がる感染者数の推移に関するニュージーランドの研究結果によれば，ケベック州は当

初６名弱であったのに対して，現在は１.１名まで減少している。当該数値が１名を下回れば，感染蔓延は縮小に向か

うとされる。 

Taux de contagion: une forte baisse après une flambée au Québec 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/23/01-5270699-taux-de-contagion-une-forte-baisse-apres-une-

flambee-au-quebec.php 

 

（３）（２４日）感染拡大の第二波を防ぐには，隔離措置を段階的に解除し，リスクが低い子供や若年層から集団免疫を

得る必要がある。今後数ヶ月隔離を継続し，秋に大人数が同時に隔離を解除するという事態は避けなければならない

とルゴー州首相も述べている。 

Déconfinement: les Québécois devront maintenant s’immuniser contre la COVID-19 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/23/covid-19-plaidoyer-pour-limmunite-naturelle-au-quebec 

 

（４）（２４日）モントリオール島内の Côte-des-Neiges 地区では，スピーカー車が地区内を周回し，１２言語による予防

措置に関するメッセージを発信。 

Côte-des-Neiges : des messages de prévention diffusés en 12 langues 

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/202004/23/01-5270586-cote-des-neiges-des-messages-

de-prevention-diffuses-en-12-langues.php 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/24/01-5270753-il-faut-eteindre-le-feu-dit-legault.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/23/01-5270699-taux-de-contagion-une-forte-baisse-apres-une-flambee-au-quebec.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/23/01-5270699-taux-de-contagion-une-forte-baisse-apres-une-flambee-au-quebec.php
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/23/covid-19-plaidoyer-pour-limmunite-naturelle-au-quebec
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/202004/23/01-5270586-cote-des-neiges-des-messages-de-prevention-diffuses-en-12-langues.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/202004/23/01-5270586-cote-des-neiges-des-messages-de-prevention-diffuses-en-12-langues.php


5 

 

 

（参考：４月２３日１７時１５分現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：４月２３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】 

（１） （２４日）現地１４時半，ヒッグス州首相他が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 
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●６日連続で感染者ゼロ。感染した１１８人中，未だに陽性なのは１１人。 

●４フェーズに分かれた再開計画を発表；赤（現在・ウイルス封じ込め），オレンジ（感染再発防止），黄（再開を増や

す），緑（ワクチン開発後または他の方法が見つかったら）。本日より「オレンジ」フェーズとする。 

●お互いに合意の上２家庭の集まりを許可(Two-Household Bubble)。２家庭の組み合わせは次のフェーズに移行す

るまで変更不可。 

●アウトドアのアクティビティ（ゴルフ，釣り，狩猟，公園，ビーチ等）を条件付きで再開。カープール，屋外宗教行事（ド

ライブイン），高等教育機関も一部再開。他方，フェスティバル，コンサート等の大規模集会は２０２０年１２月３１日まで

禁止。 

●感染が抑えられていれば２～４週間で次のフェーズへ移行するが，それも今後の皆の行動次第。６日間で関連のな

い３例が確認されたら再び措置を厳しくする。州境の取り締まり緩和時期は未定である。 

（州政府発表）Some COVID-19 public health restrictions being lessened; no new cases 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0226.html 

（再開に向けた公衆衛生措置） 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_recovery_phase-

1_guidance_document-e.pdf 

（本日付で更新された非常事態宣言） 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Corporate/pdf/EmergencyUrgence19.pdf 

（州政府新型コロナウイルス関連サイト。随時更新中。） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html  

（本日分を含むこれまでの州政府記者会見ビデオ一覧） 

https://www.youtube.com/user/gnbca/videos 

（関連報道）N.B. COVID-19 roundup: No new cases of virus as province launches recovery phase 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-blaine-higgs-recovery-plan-1.5543539 

 

【４ ノバスコシア州】 

（１）（２４日）現地１５時，マクニール州首相他が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●シェルターにいたホームレスが感染したが，ホテルの個室に隔離中。 

●ＮＳ州はまだ現行措置を緩和する状態ではない。 

●連邦政府によるローンプログラム Canada Emergency Business Account (CEBA)受給資格のない中小企業

向けクレジットプログラム「COVID-19 Small Business Credit and Support Program」を発表。４月２９日よ

り申請受付開始予定。 

●連邦政府による中小企業家賃補償プログラムに参加するため９００万加ドルの支出も同時に発表。 

（州政府発表）Twenty-three New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200424005 

Province Announces Credit, Cash, Support Package for Small Businesses 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200424007 

（州政府新型コロナウイルス関連サイト。随時更新中。）https://novascotia.ca/coronavirus/ 

（本日分を含むこれまでの州政府記者会見ビデオ一覧） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0226.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_recovery_phase-1_guidance_document-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_recovery_phase-1_guidance_document-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Corporate/pdf/EmergencyUrgence19.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www.youtube.com/user/gnbca/videos
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-blaine-higgs-recovery-plan-1.5543539
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200424005
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200424007
https://novascotia.ca/coronavirus/
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https://www.youtube.com/user/nsgov/videos 

（関連報道）Nova Scotia announces new support for small businesses hurt by COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/23-new-cases-covid-nova-scotia-1.5543761 

 

（２）（２４日）免許証，車両登録等の期限延長措置についての州政府発表。 

Temporary Extensions to Driver Licences, Inspections and Vehicle Permit Renewals 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200424001 

 

【５ プリンスエドワードアイランド州】  

（１）（２４日）現地１６時，州政府による記者会見が行われたところ，同要旨は以下のとおり（出席閣僚：Minister of 

Economic Growth, Tourism and Culture Matthew MacKay, and Finance Minister Darlene Compton） 

A) Minister MacKay gave number updates regarding ongoing funding programs from PEI to Islanders and employers 

(https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/workers and 

https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/business-0) 

B) He advised that PEI Arts grants are now accepting applications at https://www.princeedwardisland.ca/artsgrants 

(deadline May 15, 2020). 

C) He additionally made a special mention recognizing the decision of the Confederation Centre of the Arts to cancel 

the Charlottetown Festival for the first time in 55 years. 

D) Minister Compton gave an update on PEI’s financial situation. More than 30,000 applications for individual 

support and 2,000 applications from businesses have been processed, and expressed confidence in the Federal 

CEBA program announced today. 

E) She announced a deficit for the 2020-2021FY in PEI. 

Government provides further financial updates 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/government-provides-further-financial-updates 

 

（２）（２４日）現地１３時半，州保健当局関係者が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

A) There are no new cases today, still only 26 total cases, with 24 considered recovered. Since yesterday, 98 

new negative tests have been received. 

B) Heading into another weekend, CPHO Dr. Morrison urged everyone to continue following the ongoing 

public health measures in place during this public health emergency and state of emergency. 

C) She clarified that Islanders should not be gathering with/visiting anyone they do not live with. 

D) She confirmed that non-essential travel to PEI should be avoided for at least 1 more month. Tight border 

controls continue. 

E) Updated testing guidelines are up: https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-

wellness/information-about-testing-covid-19-pei and will be updated on a weekly basis. 

F) Health PEI Chief Dowling stressed the balance between resuming services which were put on hold and 

maintaining COVID-19 readiness. She highlighted that particular attention is being given to protecting long-

term care facilities. She reminded all Islanders of ongoing care and clinics, and encouraged them to seek 

https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/23-new-cases-covid-nova-scotia-1.5543761
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200424001
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/workers
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/business-0
https://www.princeedwardisland.ca/artsgrants
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/government-provides-further-financial-updates
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/information-about-testing-covid-19-pei
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/information-about-testing-covid-19-pei
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any care they need. 

G) Dr. Morrison repeated her office and the Premier’s office are working very hard on reopening PEI together, 

and the different phases of the ease-back plan should be announced publicly next week. The process must 

continue carefully, cautiously, gradually. PEI is very fortunate. 

COVID-19 on P.E.I.: What's happening Friday, April 24 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-friday-april-24-1.5543518 

 

（３）（２４日）Charlottetown Festival cancelled for 2020 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-charlottetown-festival-cancelled-1.5543692 

  

（４）（２４日）Premier Dennis King is considering some tourists could return to PEI, but not before late-summer. 

P.E.I. wants to be welcoming, but tourism season uncertain, says premier 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-tourist-season-covid-19-pandemic-1.5543575 

  

（５）（２４日）PEI Public Schools Branch has made learning kits on paper for elementary school students. 

Paper now an option for some P.E.I. students learning from home 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-students-home-learning-1.5543537 

  

（６）（２３日）"Top issues in P.E.I. are an increase in sexual abuse, depression, anxiety, emotional abuse and 

self-harming," said Katherine Hay, president and CEO of Kids Help Line. 

Crisis calls from P.E.I. kids to help line increase 70% during pandemic 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-crisis-kids-help-line-covid-pandemic-social-

services-1.5542947 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】  

（１）（２４日）現地１４時，州政府関係者が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●現在５名が入院，２名が ICU 治療，２０７名が治癒。東部医療地区:２３８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 

●２７日（月）付で，外国人労働者を海外から連れてくる雇用主の１４日間の隔離計画の提出が義務付けられる。雇用

主に提出義務を促し，追跡の強化を促すもの。 

●２７日（月）の記者会見に，分析チームのラーマン医師が同席し，新しいモデリングの発表をする。 

●今日で７日連続新規患者がゼロであることは大変歓迎できる。２週間前のイースターの週末で人々が法令を遵守し

た成果である。 

●個人用防護服（PPE）の在庫に関する心配は薄れてきている。TaskForce NL に代表される民間からの寄付にも感

謝したい。 

●ロックダウンに伴い，各種手続きがオンラインに移行している。免許証の更新などの事務手続きは，MyGov.NL

（https://www.gov.nl.ca/digitalgovernment/）から行うことができる。 

●（モデリング再考に関する質問に対し，）規制緩和にあたり，医療従事者や必要不可欠業者の安全確保（PPE 在庫

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-friday-april-24-1.5543518
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-charlottetown-festival-cancelled-1.5543692
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-tourist-season-covid-19-pandemic-1.5543575
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-students-home-learning-1.5543537
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-crisis-kids-help-line-covid-pandemic-social-services-1.5542947
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-crisis-kids-help-line-covid-pandemic-social-services-1.5542947
https://www.gov.nl.ca/digitalgovernment/
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との関連），ベッド数のシナリオが鍵となるだろう。 

N.L. hits 1 full week with no new cases of COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-april-24-1.5543852 

 

（２）（２４日）NL 州最大のショッピングモールの小売店がコロナ危機で倒産の危機に。 

Pandemic pressure may be fatal to many retailers, small business owners fear 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/small-business-struggles-in-stjohn-s-1.5541680 

 

（３）（２３日）ボール首相は，２２日発令の森林での火使用禁止措置に触れ，自宅庭でのキャンプは例外であることを

認めた。 

Enjoy your backyard fire, just don’t burn the woods down: premier 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/backyard-fire-not-woods-fire-premier-1.5542744 

  

（４）（２３日）イスラム教のラマダン（断食月）が２３日に開始。イスラム協会代表は，オンライン礼拝の奨励や家族間の

集まりの自粛など例年とは異なる措置を実施中。 

‘Tough times will pass’: Ramadan off to a lonely but hopeful start in St. Johns 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/ramadan-manal-covid-19-1.5542351 

（了） 

 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-april-24-1.5543852
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/small-business-struggles-in-stjohn-s-1.5541680
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/backyard-fire-not-woods-fire-premier-1.5542744
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/ramadan-manal-covid-19-1.5542351

