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伊朗纳坦兹核设施“出事”
电力系统发生故障 原因正在调查中

据新华社伦敦4月11日电（记者 张代蕾）英国王室10日
发表声明说，已故菲利普亲王的葬礼定于4月17日在温莎城
堡内举行。

白金汉宫声明说，葬礼定于英国当地时间17日下午3时
在温莎城堡内的圣乔治教堂举行。葬礼前，英国将举国默哀
一分钟。王室声明表示，按照菲利普亲王个人意愿并得到女
王批准，同时遵循英国政府防疫控制措施，本次葬礼将按王室
葬礼规格举行，而非国葬。由于英国防疫要求，葬礼参加人数
上限为30人。声明说，参加者将仅限王室成员。
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国际疫情

据新华社北京4月11日电
（记者 王宏彬）伊朗总统哈桑·鲁
哈尼10日说，变异新冠病毒传入，
使伊朗遭遇第四波疫情。伊朗政
府当天宣布在全国大部分省份实
行“封城”措施，以遏制病毒传播。

鲁哈尼当天发表电视讲话
说，新一波疫情主要归咎于首先
在英国发现、经由伊拉克传入伊

朗的变异新冠病毒。另外，3月下
旬诺鲁孜节（伊朗新年）假期期间，
节日聚会和跨地旅行也加剧了病毒
传播速度。新一轮“封城”措施适用
于伊朗31个省份中的23个省份，暂
定为期10天，那里的学校、体育场
和各种商业经营场所将关闭。此
外，在下周开始的斋月期间，所有宗
教聚集活动都将被禁止。

据新华社新德里4月11日
电（记者 胡晓明）印度卫生部11
日公布的数据显示，印度单日新
增新冠确诊病例152879例，再创
疫 情 以 来 新 高 ，累 计 确 诊
13358805例；新增死亡839例，累
计死亡169275例。
新德里市政府6日宣布，即

日起至4月30日首都地区每天22
时到次日5时实施宵禁。疫情最
为严重的马哈拉施特拉邦4日晚
宣布，从5日起至本月底全邦每天
20时至次日7时实施宵禁，宵禁期
间仅允许提供必要服务的商店等
营业，酒吧、影院、泳池和宗教场
所等全部关闭。

伊朗 第四波疫情来袭再“封城”

据新华社德黑兰4月11日电（记者 高文成）伊朗原子能
组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪11日说，伊朗纳坦兹核设
施的电力系统当天早些时候发生故障。

伊朗法尔斯通讯社援引卡迈勒万迪的话说，上述故障未
造成人员受伤或者辐射污染，发生故障的原因正在调查中。

此前一天，在伊朗举行的核技术日线上纪念活动上，总统
鲁哈尼下令启动位于伊朗中部的纳坦兹核设施内的164台
IR-6型离心机，开始生产浓缩铀。鲁哈尼说，IR-6型离心机
生产浓缩铀的效率是第一代IR-1型的10倍。

测试时发现潜在技术问题

美国火星直升机推迟首飞
由于测试时发现潜在技术问题，美国国家航空航天局推

迟原定于11日的首次火星直升机飞行。
美国航天局10日说，“机智”号直升机前一天做旋翼高速

旋转测试，直升机电脑从飞行前模式转为飞行模式期间，系统
发现问题并提前终止测试。直升机“安然无恙”，控制人员将
分析数据，找出问题原因，首飞时间至少推迟至14日。

如果成功首飞，“机智”号将成为首架在其他行星飞行的
直升机。 新华社微特稿

据新华社东京4月11日电（记者 郭丹）据日本气象厅消
息，从当地时间9日夜间至11日7时，日本鹿儿岛县吐噶喇列
岛观测到130余次小规模地震，其中最高震级4.5级，目前尚无
人员伤亡情况。

日本鹿儿岛县吐噶喇列岛

连日发生130余次小规模地震

偶然必然

这场友谊赛的开球仪式，让83岁的徐
寅生脱下了黑色夹克，81岁的张燮林卸下
了蓝色西服。两位乒坛元老，或上演360
度转身接球，或“海底捞月”放起了高球。

时间回拨50年。33岁的徐寅生和31
岁的张燮林正在日本名古屋参加第31届
世乒赛。4月4日，两位乒坛名宿见证了一
起神奇的“相遇”。

这是一辆中国队从住地前往赛场的
专车，匆忙的美国运动员科恩看到有车，
就稀里糊涂上去了。“过去有报道说，当
时两国没建交，人民不来往，球员间有敌
意，这不真实。”徐寅生说，“从1953年中
国队第一次参加世乒赛到1971年，两国
运动员都有接触，该握手握手，礼节总是
要有的。”

科恩上车后，大家都看到了他衣服上写
有“USA（美国）”。当时大家都在休息，科恩
有点尴尬，就在这时，庄则栋主动上去打招
呼、聊天，并把一块织锦当礼物送给了他。

当车停下，记者发现中国大巴上竟走
下了一名美国人，而且还与中国运动员说
笑，一下子轰动了。

第二天，庄则栋与科恩的照片占据
了日媒显著位置。再之后，科恩将一件
美国队运动衫回赠给庄则栋，这一情景
又见诸报端。

徐寅生与张燮林都认为，上错车是个
偶然，科恩选择待在车上，又是必然。“可能
就是乒乓球让我们心相通了。”徐寅生说。

谁都不会料到，“上错车”这一小概率
事件竟加速了美国代表团访华，并推动了
影响深远的两国建交。

比赛第二

1971年4月10日，美国代表团访华。4
月15日，22岁的孙麒麟坐在上海江湾体育
馆看台，第一次看到了长发飘飘的科恩。
孙麒麟一直记得那天友谊赛上震耳欲

聋的欢呼声。“姚振绪一直在放高球，让科
恩扣杀，两人来回球、花式球很多，观众都
在叫好，美国运动员也很激动。”
不久，中国代表团收到了回访邀请。

1972年4月12日，中国代表团抵达美国底特
律。张燮林回忆说：“美国人民太热情了！”
中国队的第一场表演赛在一家汽车工厂

举行。美国人挪开了车间设备，在场地中央
放置了乒乓球台，拉上了“热烈欢迎中国乒乓
球代表团”的横幅。之后，中国代表团还在联
合国总部、多所大学体育馆里进行了比赛，场
场爆满。“当我们离开时，不少美国运动员都
流泪了，十多天时间，他们陪着我们参观、比
赛、交流，大家友谊很深。”张燮林的话得到了
前康奈尔大学校长雷蒙的印证。幸运的雷蒙
还与中国队一名女队员交了手。

雷蒙家住马里兰州，从小跟着父亲学乒
乓球。他记得中国队4月17日到马里兰大学
打表演赛，15岁的自己和父亲都在现场。“这
是我第一次看到世界上最好的乒乓球运动
员，尼克松总统的女儿也来了。”至今，雷蒙

还保留着那场表演赛的节目单。第二天，雷蒙
回到学校。同学告诉他，中国球员正在隔壁的
购物中心打球。雷蒙冲出学校，奔向购物中
心，并争取到了与中国选手交手的机会。“我太
荣幸了，那名女球员打球的力量真大。”

历史重叠

雷蒙已记不清当年与他“过招”的女队员
名字，但他会记住2021年4月10日与他开球
的是前中国女乒主帅施之皓。

施之皓解开衬衫袖扣，摘掉领带。两人
手握横板，你来我往。雷蒙攻，施之皓守。一
个扣飞、一个擦边、一个下网，雷蒙1:3告负。

开球后半小时，雷蒙和搭档战胜了美国
人欧君廷和上海体育学院大二学生刘婉莹。
后者组合只合练过四次，欧君廷发球时会用
拍遮住嘴，小声说“top spin（上旋）”“back
spin（下旋）”，刘婉莹点头。每打出一个好
球，两人都会击掌相庆。欧君廷说，50年前，
两国运动员的偶遇改变了历史，如今，两国人
民的交往与合作是那么自然而然。

在施之皓看来，乒乓球让不同文化、民
族、信仰、理念的人聚在一起，在共同的规则
下平等交流。

回顾这段“乒乓外交”史，徐寅生感叹，历
史的滔天巨浪有时并非由季风引起，而是某
个角落的蝴蝶扇动了翅膀，就使汪洋颠倒、海
水翻腾，民间交往或许正是这只蝴蝶。

巧的是，孙麒麟的学生陈伟伟执裁了欧
君廷与雷蒙的友谊赛。赛后，他第一时间给
老师打去电话：“这也是一种传承，我和师父
在‘乒乓外交’这个坐标上，各自见证了历史，
完成了一种奇妙的联系。”

据新华社上海4月11日电

半个世纪的
“记忆拼图”

50年前 一次体育交流开启中美“破冰”之旅
50年后 因“乒乓外交”而起的缘分仍在继续

仲春渐暖，白玉兰开。50年前，一次体育交流，开启了中美之间的
“破冰”之旅。半个世纪后，这场因“乒乓外交”而起的缘分仍在继续。
1971年4月10日，美国乒乓球代表团踏上中国土地，成为新中国成立后
首批正式到访的美国客人。2021年4月10日，上海中国乒乓球博物馆
冠军堂，26名中美乒乓球业余选手结伴组队，正在进行友谊赛。

印度 单日新增新冠病例破15万

日本媒体11日报道，截至本月9
日，大约110万日本民众接种过至少
一剂新冠疫苗，约占全国总人口的
0.87%，大大落后于其他发达国家。

共同社援引厚生劳动省的一份
统计报道，自2月17日启动新冠疫
苗接种以来，日本仍然停留在接种
进度的第一阶段，接种对象为医务
工作者。下一阶段定于本月12日
展开，对象为65岁以上老年人。

共同社拿日本的接种率与其他
发达国家作对比，得出日本疫苗接
种迟缓的结论。根据英国牛津大学
研究人员所作汇总，现阶段全球平
均接种率为5%。共同社分析，日本
疫苗接种推进缓慢的原因主要是：
国内研发落后，没有国产疫苗；审批
严苛，比欧美晚2个月左右；严重依
赖进口，采购需要获得疫苗生产地
的许可。 新华社微特稿
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法国 55岁以下接种者更换第二针疫苗

据新华社莫斯科4月11日电（记者 吴刚）俄罗斯总统新
闻秘书佩斯科夫11日说，乌克兰东部顿巴斯地区当前局势非
常危险，随时可能爆发内战。

佩斯科夫还说，俄方在本国境内调遣军队不应引起他国
担忧。俄邻国正试图通过武力解决顿巴斯问题，这对俄构成
安全威胁。他重申，希望乌克兰方面保持冷静。

俄总统新闻秘书

乌克兰东部局势非常危险

英菲利普亲王葬礼计划公布
参加者仅限英国王室成员


