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6月14日18时至6月15日18时

我市新增3例境外输入无症状感染者
全程实施闭环管理

疫情快报

本报讯（记者徐杨）记者从市疾控中心获悉，6月14日
18时至6月15日18时，我市无新增本土新冠肺炎确诊病
例，累计报告本土确诊病例147例，其中男性82例，女性65
例；治愈出院144例，病亡3例。

6月14日18时至6月15日18时，我市无新增境外输
入新冠肺炎确诊病例，累计报告境外输入确诊病例251例
（中国籍225例、菲律宾籍8例、美国籍4例、乌克兰籍3例、
法国籍2例、委内瑞拉籍2例、波兰籍2例、乌兹别克斯坦籍
1例、俄罗斯籍1例、哈萨克斯坦籍1例、立陶宛籍1例、日
本籍1例），治愈出院241例，在院10例（轻型1例、普通型
9例）。

6月14日18时至6月15日18时，我市新增3例境外
输入无症状感染者（均为中国籍，法国输入1例、美国输入1
例、日本输入1例），累计报告无症状感染者235例（境外输
入230例），尚在医学观察13例（均为境外输入）、解除医学
观察190例、转为确诊病例32例。

第233例无症状感染者，中国籍，近期居住地为法国
巴黎。该患者自巴黎乘坐航班（CA934），于6月10日抵
达天津滨海国际机场，入境时体温正常，申报既往新冠病
毒感染史，经海关排查采样后，即由120救护车转送至空
港医院。入院后连续2次新冠病毒核酸检测均为阴性，6
月12日转送至东丽区集中隔离医学观察点，6月14日新
冠病毒核酸双侧鼻拭子、咽拭子检测结果均为阳性，即由
120救护车转送至海河医院就诊。经市级专家组综合分
析确定为我市新冠病毒无症状感染者（境外输入）。全程
实施闭环管理。

第234例无症状感染者，中国籍，近期居住地为美国波
士顿。该患者自波士顿经博伊西至洛杉矶转乘航班
（CA988），于5月31日抵达天津滨海国际机场，入境时体
温正常，申报无异常，经海关排查采样后，转送至武清区集
中隔离医学观察点。6月14日新冠病毒核酸检测结果为
阳性，新冠病毒IgG抗体、IgM抗体检测结果均为阳性，即
由120救护车转送至海河医院就诊。经市级专家组综合分
析确定为我市新冠病毒无症状感染者（境外输入）。全程实
施闭环管理。

第235例无症状感染者，中国籍，近期居住地为日
本。该患者自东京乘坐航班（IJ253），于6月14日抵达天
津滨海国际机场，入境时体温37.3℃，申报既往新冠病毒
感染史，经海关排查采样后，即由120救护车转送至空港
医院。6月15日新冠核酸检测结果为阳性，即由120救
护车转送至海河医院就诊。经市级专家组综合分析确定
为我市新冠病毒无症状感染者（境外输入）。全程实施闭
环管理。

经市级专家组讨论，第223例无症状感染者于昨日从
海河医院出院，转入集中隔离医学观察点。

截至 6月 15 日 18 时，全市无现存疑似病例，累计
排查密切接触者 13220 人，尚有 355 人正在接受医学
观察。

海河国际消费季今开幕
为期三个月 6万个“优惠盲盒”免费领
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本报讯（记者 王睿）昨日，2021年天津
市“安全生产月”宣传咨询日活动在华能杨柳
青热电厂启动。我市相关职能部门、重点企
业通过发放宣传品、举办展览展示、文艺演出
和安全体验等形式，搭建企业与公众沟通的
桥梁。
今年6月是第20个全国“安全生产月”，

主题为“落实安全责任 推动安全发展”。我
市“安全生产月”于5月31日启动以来，市安

委会办公室、市应急管理局围绕安全生产专
项整治三年行动，广泛开展宣传咨询、应急处
置演练、先进经验征集等主题活动，通过网络
公开课、现场培训、在线访谈等多种形式，培
育安全文化，增强事故防范能力，旨在促进全
市安全生产形势持续稳定好转。

今日，河西区珠江公园、河北区华润万
家金钟店、河东区远洋未来广场、南开区长
虹生态园、东丽区新业广场、北辰区集贤公

园、津南区津沽休闲园、西青区杨柳青广场、武
清区瑞丰广场、静海区西城健身广场、蓟州区
府君山广场等地还将集中开展宣传咨询，市民
可就近参与。
“以‘安全生产月’为契机，广泛开展各类宣

传教育活动，对于实现从‘要我安全’向‘我要安
全’转变，有效防范各类生产安全事故、增强人
民群众的安全感、获得感和幸福感具有重要意
义。”市应急管理局副局长魏东表示，只有凝聚
安全的最大共识，增强全民应急意识，安全生产
才能得到自觉地贯彻和落实，才能有效减少和
避免各类事故的发生。

本报讯（记者 万红 通讯员 徐小鹏 盖
帅）昨天，记者从中国石化天然气分公司
天津LNG接收站（以下简称中石化天津
LNG接收站）了解到，日前，中石化天津
LNG接收站码头迎来全球最大FSRU型
LNG 船挑战者号（FSRU-MOL FSRU
CHALLENGER），这也是该站接卸的第
308艘LNG船。

挑战者号LNG船卸货量达224473.9
立方米，创下了中石化天津LNG接收站单
船卸货量最高的纪录，也标志着该站接卸、
储存能力的进一步提升，为码头靠泊大型
LNG运输船积累了丰富经验。

中石化天津LNG接收站供图

本报讯（记者王睿摄影王涛）昨日，
我市正式进入汛期。记者获悉，滨海新区
防汛物资储备到位，确保物资随调随用。

据了解，滨海新区对152台（套）移
动排水泵组、发电机、照明车等抢险机械
设备及物资进行维护保养，保障设备安
全运行，随时调运；同时全面加强防汛物
资管理，严格执行24小时值班值守，建
立物资调拨“一分钟”清单，实现物资分
区、分类存储，调拨实行清单化，确保调
拨指令及时传达。

本报讯（记者马晓冬）为期三个月的海河
国际消费季今日开幕，记者了解到，市商务局
整合各大商贸流通企业资源，计划发放6万个
“优惠盲盒”，内容包含超过100万张的优惠
券、代金券以及各类礼品。首批“优惠盲盒”
将于今晚8时上线，市民可在市商务局官方微
信公众号“GOTIANJIN购天津”免费领取。
据介绍，共有500多家企业和商户参与

了首批“6.16优惠盲盒”活动，累计推出20万

张优惠券、10万张满减券、1万张美食券和
3000份礼品，涉及商场、超市、夜市、汽车、
家居、餐饮等多个领域。首批发放完毕后，
“6.16津购节”期间每周三（6月23日、6月30

日、7月7日、7月14日）晚6时，市民还有机
会在线领取。

此次“盲盒”活动优惠颇具力度，例如，滨
江商厦推出了知名品牌钻饰限量6.16折优

惠券、滨海新区中原百货将发放2万张10元任
意消费券、苏宁易购带来了易购网站新用户“1
分钱购买”优惠券、国贸购物中心推出指定零售
品牌满减券等；近百家餐饮门店也策划了霸王
餐、赠送菜品、立减打折等多项优惠活动。

除此之外，此次活动还与文化、旅游等业态
融合，奖品中不乏海河游船立减券、各大剧院演
出优惠券等，由苏宁易购支持的单件价值6666
元的神秘奖品也将在首批盲盒中发放。

全球最大FSRU型LNG船挑战者号

靠泊中石化天津LNG接收站码头

巨无霸来了！

新区防汛物资储备到位

我市进入汛期

公交调整涉水预案
本报讯（记者 苏晓梅）记者从市公

交集团了解到，6月 15日正式进入汛
期，为安全度汛，市公交集团对涉水预案
进行调整，制定了380条线路涉水预案，
共涉及1009处低洼点位，其中涵盖52
处地道、涵洞点位的线路临时调整措施。

天津市“安全生产月”宣传咨询日活动启动


