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新型コロナウイルスの最新の動き（５月１３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（５月１３日（水）１５時現在，各州政府 HP・記者会見から引用） 

 陽性* 死亡 現状の感染者数** 検査済（陰性） 入院者数 

QC 39931 (+706) 3220 (+89) 26241 (+203) 261569 (+5051) 1876 (+35) 

（内 ICU患者：194 (+8)） 

(MTL) 20232 (+354) 2063 (+60) - - - 

NB 120 (0) 0 (0) 2 (0) 18858 (+479) *** 0 (0) 

 

NS 1024 (+4) 51 (+3) 103 (-5) 34604 (+400) 9(0) 

（内 ICU患者：4 (0)） 

PEI 27 (0) 0 (0) 0 (0) 4274（+264） 

 

0 (0) 

NL 261 (0)  3 (0) 11 (0) 10152 (+100) *** 4 (0) 

（内 ICU患者：1 (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。但，ケベック州

は確定数。 

**「現状の感染者数」は，「累計陽性者数」から「治癒者数」と「死亡者数」を差し引いた数（＝Active cases）。 

***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。 

 

１ 当館からのお知らせ等 

◎（５月８日）ケベック州保健研究所 (INSPQ)による「ケベック州における隔離解除戦略：予測」 

（https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/deconfinement） 

ケベック州保健研究所が，同州における隔離解除の影響について，ラヴァル大学と共同で行った予測（「ケベック州に

おける隔離解除戦略：予測(Stratégies de déconfinement au Québec : projections）」)を発表。 

いずれのシナリオでも，モントリオール圏では今後数カ月感染が継続する見通しであり，モントリオール圏でのウイル

ス感染収束が見通せない状況にあると予測。 

※ 当該予測値には未確認のケース（検査をしていない，症状があらわれない等）も含まれていることから，州政府が公式に発表

している統計上の確定値よりも，数値が５倍程度高くなっていることに留意が必要（例えば，現在隔離措置の下にあるモントリ

オール圏の５月１２日付（確定）新規感染者数は約６００人であるが，当該予測値では同じ状況で５月の一日平均は２４００～３

５００人と算出している）。 

【ポイント】（当館作成概要：https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0512_Modeling.pdf） 

 モントリオール圏では，いずれのシナリオでも，今後数カ月感染が継続していく。 

 当該モデルは「モントリオール圏（Grand Montreal：モントリオール，ラヴァル，モンテレジ，ラノディエール，ロレン

シャン）」と「その他の地域」に分けて予測。 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/deconfinement
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0512_Modeling.pdf
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 モントリオール圏において，現時点で隔離解除した場合，新規感染者数・入院者数・死亡者数ともに急激に増加

する可能性があり，感染者数は６月初めから一日１万人以上になる等と予測。 

 また，同圏で隔離を継続した場合でも，悲観的シナリオでは新規感染者数・入院者数・死亡者数ともに増加を続

け，８月には一日の新規感染者数は平均９千人に達すると予測。（楽観的シナリオでは４月～５月に頭打ちとな

り，以後徐々に減少。それでも 8月を越えて感染は継続していく。） 

 その他の地域については，隔離措置を継続した場合減少し，隔離解除した場合でも一定か，増えても僅か。 

 

◎（５月８日）伊澤総領事からのメッセージ 

ケベック州および大西洋州の皆様へ 

プリンスエドワードアイランド，ニューブランズウィック，ニューファンドランド・ラブラドール州では感染拡大がみられず，

状況が落ち着いていることは大変結構なことです。ノバスコシアでも，感染拡大が続いていますが，スピードは緩やか

になっています。今後，これらの地域では徐々に様々な活動が再開されていきますので，そうした動きについて随時

報告させて頂きます。 

先週，ケベック州政府も州内の経済活動等の段階的再開の方針を発表しました。徹底した自主隔離・都市封鎖が始

まって２ヶ月になり，都市活動を徐々に再開する必要があることは理解できます。他方，問題はモントリオール圏の感

染状況です。残念ながらモントリオールでは，毎日数百名の新規感染が報告されており，依然として感染が抑え込ま

れていません。そのような中で，５月の後半から，モントリオールでも小学校や幼稚園の再開等，徐々に社会経済活

動が再開される予定ですが，限定的な制限解除とはいえ，感染が依然として続いている状況下活動を再開して行く場

合，それがどのような影響をもたらすことになるか心配です。こうした不安も考慮してのことと思われますが，昨日，ケ

ベック政府もモントリオールにおける商業や学校の再開時期を更に１週間延期を発表しました。感染状況とともに，モ

ントリオール圏において規制緩和がどのように進んで行くのか注視していきます。 

総領事館の活動は今まで通りです。皆様におかれましても，今後も緊張した不自由な日々が続きますが，感染を避け

るために，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。 

 

◎（５月１１日）当館管轄州が発表した規制緩和プランの概要を当館 HPに掲載しています。 

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

 

◎（５月８日）新型コロナウイルス感染症への対応に関する外国プレス向け記者会見（第９回：概要） 

https://www.youtube.com/watch?v=g9b0Zo_qbuY 

 

◎（５月６日）モントリオール・アカデミー会による COVID-19関連情報 

当会有志による COVID-19パンデミックにおける邦人支援プロジェクトの一環として，当会に所属している様々な分

野のエキスパートが，COVID-19に関する医療健康情報を日本語で随時発信しています。以下をご参考。 

URL: https://www.montreal-academy.com/covid-19 （モントリオール・アカデミー会幹事 佐藤宏明） 

 

（注）COVID-19に関する研究は日々更新しております。当サイトの記事については，できる限りの努力をしていますが，その正確

性，最新性，適切性に関して第三者に担保されるものではありません。また利用者の皆様が当サイトの情報を用いて行う一切の行

為について，記事の投稿者と所属施設，アカデミー会，及び在モントリオール総領事館は，いかなる責任も負いません。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/recovery_plans.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g9b0Zo_qbuY
https://www.montreal-academy.com/covid-19
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◎（４月２８日）ケベック州の経済活動や学校等の再開に係る特設ページがケベック州 HPに掲載されました。 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-

ralentissement-covid19/#c57355 

 

◎（随時更新）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「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 

 

◎（随時更新）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，ご参照ください。 

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

 

◎（５月８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。 

５月８日現在（ケベック州のみ）https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0512_Modeling.pdf 

４月２０日現在 https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.pdf 

 

◎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 

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 ） 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/graph.pdf
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0512_Modeling.pdf
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.pdf
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://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
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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）（１３日）１１時，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。 

●血清検査薬が承認され，今後は抗体検査を行うことができる（詳細以下記事参照）。 

●地方の中小企業支援組織向けの資金の準備ができたので，企業は地元組織に連絡してほしい。 

●学生向け緊急補助金(CESB/PCUE)の申請は１５日より受付を開始するので，前もってカナダ歳入庁(CRA/ARC)

に登録することを勧める。 

●（マスク着用を国として義務化するかどうか，との問い対し，）統一モデルを課すには各地域の事情が違い過ぎるの

で，決定は各州・地域に任せる。 

●（今年は政府が予算を発表しない可能性が報じられているが，）連邦政府は全ての支出の透明性確保に取り組ん

でいるが，経済・財務データの変動が激しいのが難しいところである。 

 

（過去のトルドー首相記者会見映像・トランスクリプト一覧） https://pm.gc.ca/en/videos 

 

（２）（１２日）トルドー連邦首相が，アメリカの感染は収まっていないため来週の同国との国境封鎖解除はないと発言。

オンタリオとブリティッシュコロンビアの両州首相は封鎖継続を要求している。 

Justin Trudeau n’est pas prêt à rouvrir la frontière avec les États-Unis 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/578788/justin-trudeau-n-est-pas-pret-a-rouvrir-les-frontieres 

 

（３）（１３日）連邦保健省が最初の新型コロナウイルス血清検査薬として，イタリアの医薬品大手ディアソリンの抗体検

査薬「リエゾン」を承認。 

Un test de dépistage sérologique autorisé par Santé Canada 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/578832/un-test-de-depistage-serologique-autorise-par-sante-canada 

 

【２ ケベック州】 

（１）（１３日）１３時，ルゴー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。 

●なぜマスク着用を義務付けないのかというと，マスクが十分にないからである。例えば１日に５０万人が

利用する地下鉄では数千万枚のマスクが必要ということになる。州内企業にマスク生産を依頼したが６月１

日までには納品されないであろう。もう一つの理由は，マスクの品質が保証できないことである。当面の間

はマスクの手作りを勧める。 

●（マスクについての多くの質問に答え，）マスク着用義務化の可能性はある。保健省の勧告を待ちつつ，

州民が今後実際にマスクを着用するかを見たい。 

●（アルダ州保健局長）他方，マスク着用は隔離や社会的距離の遵守に効果において勝るものではない。 

●１日１４，０００件の検査実施を目指しているが今のところ１日９，０００件にとどまっている。この件

は自分が担当しており，検査実施体制を改善するとともに検査が受けられることの周知徹底を行いたい。 

●ゴルフ，テニス等の接触のない個人スポーツの再開を許可する。詳細はこの後担当大臣が発表する。 

 

https://pm.gc.ca/en/videos
https://www.ledevoir.com/politique/canada/578788/justin-trudeau-n-est-pas-pret-a-rouvrir-les-frontieres
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578832/un-test-de-depistage-serologique-autorise-par-sante-canada


5 

 

（ケベック州政府記者会見映像・トランスクリプト一覧） 

http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/index.html 

（関連報道） 

Les Québécois pourront bientôt jouer au golf 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702561/bilan-gouvernement-quebec-pandemie-coronavirus 

 

（２）（１３日）モントリオール保健局長が，同市の隔離解除は低リスク部門から時間差で行うと発言。疫

学的状況は相変わらず憂慮すべきものであり，州保健研究所（ＩＮＳＰＱ）が先週発表した予測を受け慎重

になるべきであるとし，２５日の再開時期は延期となる可能性が高いと発言。低リスク部門としては園芸施

設を挙げ，逆に学校はウイルス蔓延の媒介となる可能性があるとした。 

Montréal procédera au déconfinement étape par étape  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/13/01-5273345-montreal-procedera-au-deconfinement-etape-par-

etape.php 

 

（３）（１３日）世論調査：①８９％の州民が公共交通機関でのマスク着用義務付けに賛成。②５０％のモ

ントリオール市民がこの夏に圏外への旅行を検討する一方，２８％の圏外民は彼らの受け入れに消極的。③

わずか９％の州民がこの夏にアメリカ行きを検討。 

Fort appui des Québécois au port du masque obligatoire, selon un sondage 

https://www.lesoleil.com/actualite/fort-appui-des-quebecois-au-port-du-masque-obligatoire-selon-un-sondage-

e9eabe69152ebd1388095ecabed954b3 

 

（４）（１３日）オピニオン：州政府はついにマスク着用を要請した。次は着用を義務化すべきである。特

に状況が深刻なモントリオール圏では有効となりうる措置をやらないでおく余裕はない。せめて公共交通機

関においてだけでも義務化すべきである。 

Masques: encore un petit effort… (François Cardinal, éditorialiste en chef) 

https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/202005/12/01-5273304-masques-encore-un-petit-effort.php 

 

（５）（１３日）野党がマスク着用義務化を要求。 

L'opposition réclame le port du masque obligatoire  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/13/01-5273364-lopposition-reclame-le-port-du-masque-

obligatoire.php 

 

（６）（１３日）州政府が毎日１３時に発表する死亡者数は必ずしも前日に起きたものに限らない。１２日

に州政府が発表した，実際の死亡日に合わせた１日の死亡者数データによると，５月４日以降，統計曲線は

長期介護施設（ＣＨＳＬＤ）も含め下降傾向にある。 

Voici la vraie répartition des décès dus au virus 

https://www.journaldemontreal.com/2020/05/13/voici-la-vraie-repartition-des-deces-dus-au-virus 

（州政府発表） 

http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/index.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702561/bilan-gouvernement-quebec-pandemie-coronavirus
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/13/01-5273345-montreal-procedera-au-deconfinement-etape-par-etape.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/13/01-5273345-montreal-procedera-au-deconfinement-etape-par-etape.php
https://www.lesoleil.com/actualite/fort-appui-des-quebecois-au-port-du-masque-obligatoire-selon-un-sondage-e9eabe69152ebd1388095ecabed954b3
https://www.lesoleil.com/actualite/fort-appui-des-quebecois-au-port-du-masque-obligatoire-selon-un-sondage-e9eabe69152ebd1388095ecabed954b3
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/202005/12/01-5273304-masques-encore-un-petit-effort.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/13/01-5273364-lopposition-reclame-le-port-du-masque-obligatoire.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/13/01-5273364-lopposition-reclame-le-port-du-masque-obligatoire.php
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/13/voici-la-vraie-repartition-des-deces-dus-au-virus


6 

 

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

deces-milieux.pdf?1589304240 

 

（７）（１２日）モントリオールの１２の州立セジェップが秋学期の授業の遠隔実施を決定（一部実技プロ

グラムは例外）。 

Une session d’automne à distance dans les cégeps de Montréal  

https://www.lapresse.ca/actualites/education/202005/12/01-5273292-une-session-dautomne-a-distance-dans-

les-cegeps-de-montreal.php 

 

（８）（１３日）新型コロナウイルス感染患者受け入れ病院ではない Pointe-Claireの Lakeshore General 

Hospitalや Saint-Hyacintheの Honoré-Mercier 病院を始めとする複数の病院で感染が発生している。 

Lakeshore General Hospital hit with yet another COVID-19 outbreak 

https://montrealgazette.com/news/local-news/lakeshore-general-hospital-hit-with-yet-another-covid-19-

outbreak/wcm/35360f9e-b7d1-4e59-90fa-eb64da682aea/ 

Le virus se propage dans des hôpitaux « froids » en dehors du Grand Montréal 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702455/covid-eclosion-hopital-saint-hyacinthe-honore-mercier 

 

（９）（１３日）ジラール州財務大臣が，２０２０年の州ＧＤＰは４～６％減となり，均衡予算に戻るまで

には３～５年かかるであろうと発言。予測はモントリオール圏の商業が２５日に再開する前提。 

La pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/13/la-pire-recession-depuis-la-seconde-guerre-mondiale 

 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Graphique-deces-milieux.pdf?1589304240
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Graphique-deces-milieux.pdf?1589304240
https://www.lapresse.ca/actualites/education/202005/12/01-5273292-une-session-dautomne-a-distance-dans-les-cegeps-de-montreal.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/202005/12/01-5273292-une-session-dautomne-a-distance-dans-les-cegeps-de-montreal.php
https://montrealgazette.com/news/local-news/lakeshore-general-hospital-hit-with-yet-another-covid-19-outbreak/wcm/35360f9e-b7d1-4e59-90fa-eb64da682aea/
https://montrealgazette.com/news/local-news/lakeshore-general-hospital-hit-with-yet-another-covid-19-outbreak/wcm/35360f9e-b7d1-4e59-90fa-eb64da682aea/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702455/covid-eclosion-hopital-saint-hyacinthe-honore-mercier
https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/13/la-pire-recession-depuis-la-seconde-guerre-mondiale
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（参考：５月１２日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：５月１２日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 

 

【３ ノバスコシア州】 （※定例記者会見は火・水・金のみ開催される模様。） 

（１）（１３日）州政府関係者による記者会見の要旨は以下のとおり。 

●新たに４名の新規感染者，3名の死亡者を確認。全てノースウッド長期介護施設に関連している。市中感染のクラ

スターはもう無いと判断。 

●ここ数日の長期介護施設を含む，現状感染者数のデータ誤差について，現在タイムラグを解消している最中であ

る。本日ノースウッドの現状感染者数が，１５７名から６４名の入居者に減っているのは治癒者を反映した結果。 

●（他の大西洋州と比較し再開プランが遅れていることについて，）NS州は感染の発覚が最も遅かった州。再開プラ

ンは様々な要素を考慮するため，現在様々なビジネスや協会と協議中だ。その協議が終わり，主任医療局長が，十

分に感染が抑えられていると判断すれば，再開プランを数週間の内に発表する。 

●（夏季休暇中の州境の規制について，）これまでと何も変わらない。入州する旅行者は１４日の隔離が義務付けら

れ，必要不可欠と判断される理由が必要である。 

 

COVID-19 death in Nova Scotia hit 51 after 3 more announced at Northwood 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-wednesday-may-13-1.5567730 

（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://www.youtube.com/user/nsgov/videos 

 

（２）（１２日）ケープ・ブルトン大学は，同州で最初に，秋季新学期の完全なオンライン教育への移行を発表した。既に

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-wednesday-may-13-1.5567730
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
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キャパシティに達している学生数において，対人確保が難しいと判断。また留学生に，自国での勉強が可能であるこ

とを明示したいという配慮でもある。 

Cape Breton University moving to online-only classes this fall 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/cape-breton-university-online-classes-only-fall-2020-1.5566696 

 

（３）（１２日）昨日の会見の要旨。州のクラスターはもはや存在せず，少ない新規感染者が散在していると発言。規制

緩和へ移行するには，新規患者が，ゼロか僅かな状態が最低１４日続かなければならない。 

Community clusters of COVD-19 all resolved 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/one-new-covid-19-case-nova-scotia-no-new-deaths-1.5565982 

 

【４ ニューブランズウィック州，プリンスエドワードアイランド州，ニューファンドランド・ラブラドール州】 

ニューブランズウィック州 

（１）（１３日）Universities are planning to offer a mix of on-campus instruction and teaching online that can be 

adjusted based on distancing rules. If the number of infections starts to rise, Public Health has threatened to 

reduce gatherings, which would impact classrooms, laboratories, workshops, dining halls and residence life.  

N.B. universities and colleges prep for blend of online teaching and classroom instruction 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/nb-universities-colleges-prepare-1.5566648 

  

 （２）(１３日) Hospital services restarting as New Brunswick recovers from COVID-19 will be available for a select 

few needing elective surgeries more urgently than others, says Horizon Health Network. 

Hospital services restarting for 'urgent, critical' elective surgery Horizon patients 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/health-services-horizon-vitalite-covid-19-elective-cancer-

surgery-1.5566609 

 

プリンスエドワードアイランド州 

(１２日) Child-care centres will be allowed to re-open May 22 under Phase 2 of the province's easeback plan 

from COVID-19 restrictions, but certain conditions will be in place. For example, each centre can have 20 

people, including staff and children, but no more than five per room. 

What the province hasn't explained is how or when it will be decided who gets a spot and who doesn't.  

Child-care uncertainty 'really stressful' for some parents 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-child-care-questions-1.5566423 

  

ニューファンドランド・ラブラドール州（※新型コロナウイルス関連の記者会見は月・水・金） 

（１）（１３日）州政府記者会見要旨。 

The province has done well in containing the virus in the two weeks since residents were allowed to double 

their household bubbles. 

6th straight day with no new cases of COVID-19 in N.L. 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/may-13-covid-nl-1.5567519 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/cape-breton-university-online-classes-only-fall-2020-1.5566696
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/one-new-covid-19-case-nova-scotia-no-new-deaths-1.5565982
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/nb-universities-colleges-prepare-1.5566648
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/health-services-horizon-vitalite-covid-19-elective-cancer-surgery-1.5566609
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/health-services-horizon-vitalite-covid-19-elective-cancer-surgery-1.5566609
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-child-care-questions-1.5566423
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/may-13-covid-nl-1.5567519
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 （２）(１３日) Memorial University's senate met and concluded that there won't be any in-person, on-campus 

courses before Jan 2021, and it will move all courses on all MUN campuses to remote instruction with the 

exemption of students in medicine, nursing and pharmacy. Other faculties will have to apply to the university's 

Vice-Presidents Council to permit students on campus in the Fall. 

MUN moving to remote courses until winter, with exemptions to medicine, pharmacy, nursing 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/mun-senate-meetingclose-campus-1.5565794 

  

 （３）(１２日) Golf courses open, but other activities (gyms, yoga studios, arenas and dance studios, and tennis 

courts) must remain closed even when the province moves to Alert Level 3. 

Alert Level Fore! Golfers free to swing for the greens in N.L. 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/golf-is-back-tennis-still-holding-serve-1.5565722 

 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/mun-senate-meetingclose-campus-1.5565794
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/golf-is-back-tennis-still-holding-serve-1.5565722

