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严防奥密克戎毒株

新华社北京11月30日电（记者 朱超 董雪）外交部
发言人赵立坚30日表示，立陶宛在人权领域劣迹斑斑，
应作出深刻反省，给国际社会一个负责任的交代。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，白俄罗斯国
家边境委员会近日接连发现两具难民尸体，以及将遍体
鳞伤的尸体从立陶宛领土拖过边境的痕迹，并指控立陶
宛边境警卫蓄意谋杀难民。另有报道称，立陶宛当局把
一名怀有7个月身孕的难民拖到白俄罗斯边境并扔在草
地上。中方对此有何评论？
“这些难民的悲惨遭遇令人痛心和愤慨。两条鲜活

的生命再也看不到明天的太阳。更加令人痛心的是，这
些报道恐怕只是立陶宛侵犯人权问题的冰山一角。”赵
立坚说。
“根据有关报道，立陶宛监狱看守蓄意虐囚和滥用

暴力。立陶宛历史上发生过犹太人大屠杀，如今种族主
义问题仍然十分严重，犹太人和其他少数族裔遭严重歧
视，就医、出行等权利遭剥夺和侵犯。”他说，立陶宛儿童
权利也受到严重侵犯。立儿童权益保障热线回复率极
低，孤儿院数量不足以容纳现有孤儿。有关国际组织报
告显示，立陶宛20%以上从事色情行业的是未成年人。
“立陶宛在人权领域劣迹斑斑，违反欧洲人权公约

和国际人权法有关条款。立方应作出深刻反省，给国际
社会一个负责任的交代。”赵立坚说。

立陶宛在人权领域劣迹斑斑

立方应作出深刻反省

刺突蛋白突变数量空前，世卫组织——

新毒株全球传播风险“非常高”

据新华社北京11月30日电 英国11
月29日报告新增8例感染奥密克戎毒株的
确诊病例。卫生大臣赛义德·贾维德当天
宣布，接种完第二剂新冠疫苗满3个月的
成年人均可接种加强针。

针对加强针接种，英国先前规定，接种
第二剂新冠疫苗后满6个月才能接种，40
岁及以上人群、存在健康问题的16岁以上

人群和医务人员完成接种后，才会向其他
成年人开放接种。

应英国首相鲍里斯·约翰逊要求，英国
疫苗接种与免疫联合委员会11月29日在
评估最新情况后宣布几条建议：把第二针
和第三针的间隔缩短为3个月；面向40岁
以下人群推广加强针接种；为12岁至15岁
青少年接种第二剂疫苗。

英国将打加强针间隔缩至3个月

中国援助黎巴嫩第二批新冠疫苗11月29日运抵贝鲁特。 新华社发

杜特尔特亲信退出菲总统选举

世界卫生组织11月29日说，新冠变异
病毒奥密克戎毒株在全球范围造成感染
病例激增的风险“非常高”，并可能给部分
地区带来“严重后果”。

世卫组织在当天发布的一份文件

中说，奥密克戎毒株“刺突蛋白突变数
量空前，其中部分突变可能影响疫情
走向，令人担忧”。虽然这一变异株眼
下存在“相当大的不确定性”，但初步
证据显示，这一毒株发生的突变可能

使其具有免疫逃逸能力，同时增强其传
播能力。

这份文件说：“基于这些特征，新冠病例
今后可能激增，进而可能产生严重后果，这
取决于许多因素，包括病例激增可能出现的

地点。”整体而言，它在全球范围内传播的风
险被评估为“非常高”。

按美联社说法，这是世卫组织迄今关于
奥密克戎毒株措辞最强烈的警告。

新华社专特稿

菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特
的亲信、参议员克里斯托弗·吴11月30
日宣布退出2022年总统选举，直言“时
机未到”。

吴现年47岁，曾是杜特尔特的助
手，两人有20多年的交情。10月2日，
杜特尔特陪他提交竞选副总统的资
格材料；11月13日，吴在距离截止日期
只有两天时宣布改为竞选总统。
“过去几天，我意识到我的内心

想法同我的行为相矛盾，”吴告诉媒
体记者，“我的家人也不希望（我竞选
总统），因此，我觉得，或许我的时机

还没到。”
大多数政治分析师认为，吴难

以在总统选战中脱颖而出。菲律宾
大学政治学教授让·佛朗哥评价说：
“他的竞选活动从一开始就不温不
火，很明显，他是被杜特尔特硬拉进
来的。”

法新社报道，如果吴当选下任总
统，最有可能保护杜特尔特在国内免
受刑事指控、阻止国际刑事法院调查

杜特尔特发起的“反毒战争”。
吴退选后，暂不清楚杜特尔特会支

持哪名总统候选人。
菲律宾民调机构社会气象站近期调

查显示，前总统费迪南德·马科斯之子、
小费迪南德·马科斯所获民意支持率领
先，随后依次是现任副总统莱妮·罗布雷
多、马尼拉市长弗朗西斯科·多马戈索和
“拳王”曼尼·帕奎奥。

新华社专特稿

我外交部

新冠病毒变异株奥密克戎传播范围
扩大之际，美国制药企业莫德纳、强生和
辉瑞公司分别披露，已经着手研发针对这
一新毒株的疫苗。

英国《金融时报》11月30日援引莫德
纳公司首席执行官斯特凡纳·邦塞尔的话
报道，现有新冠疫苗抵御奥密克戎毒株的
效力相对德尔塔毒株较弱。“我认为，效力

会实质性下降，但尚不清楚下降多少。我
们需要等待（更多）数据。”他说。

邦塞尔说，莫德纳公司正在试验加大
现有疫苗剂量能否提高对抗奥密克戎的效
力，同时研究专门针对奥密克戎的疫苗。
他早些时候接受采访时说，新疫苗可能需
要几个月时间才能面世。

新华社专特稿

多家药企着手研发新疫苗

据新华社巴黎11月30日电 中国驻法国大使馆发
言人30日就法国国民议会通过涉台决议答记者问时
表示，此举明显违反一个中国原则，公然干涉中国内
政，刻意为“台独”势力张目，中方表示强烈不满和坚决
反对。

发言人指出，世界上只有一个中国，中华人民共和
国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土
不可分割的一部分，这已经成为国际社会的普遍共识，
也是各国共同遵守的国际关系准则。台湾问题纯属中
国内政，不容任何外来干涉，也不容任何讨价还价。

发言人表示，1971年，联合国大会以压倒性多数通
过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的
合法席位，已经从政治上、法律上和程序上彻底解决了
中国在联合国以及国际机构中的代表权问题。台湾除
了作为中国的一部分，没有其他的国际法地位，其参
与世界卫生组织等国际组织活动，必须按照一个中国
原则处理。

法国国民议会通过涉台决议

我驻法使馆：坚决反对

荧屏遥控器

电视剧

黄金频道

天津卫视（101）

19:30 剧场：理想之
城（19、20）

天视2套（103）

19:30剧场:中国家庭
（24、25）21:00模唱大师秀

天视3套（104）

17:50剧场：俺娘田小
草（31—33）19:20 剧场：
功夫姐妹 (36—38)22:15
剧场: 大漠枪神(7、8)

天视4套（105）

21:00 剧场：当人心
遇上仁心（9、10）

天视5套（106）

19:55 2021 至 2022
赛季全国女排联赛第一
阶段 天津VS河北

天视6套（107）

18:30 新说法 19:20
法眼大律师 20:10 百医
百顺21:00 二哥说事儿

天津少儿（108）

19:55 多派玩儿动
画《萌鸡小队》
（节目如有变动，以当天播出为准）

■《理想之城》第19、
20集 苏筱接到了汪炀的
电话：刘铁生被调查，项目
停工，群星集团大乱，黄礼
林被叫去调查，众人如热锅
上的蚂蚁。苏筱紧急回到
公司，陈思民遇到这种情况
表面上痛心疾首，实际上却
不断给苏筱施压，指桑骂
槐，群星项目已经占用天成
过多资金，天成很可能因此
亏损，而事实上天成账上的
余额也确实所剩不多。苏
筱默不作声，赶紧和夏明
商量对策……

天津卫视19:30

■《中国家庭》第24、
25集 得知尚晓芸带帅帅
抽过血，严川倍感蹊跷，忙
质问她。见瞒不住了，尚
晓芸如实相告，一再表明
她才是帅帅的亲生母亲。
严川意外之余，顿时怒气
冲天，将米强好一顿暴
打。毛毛由于拉架，却不
慎造成流产……

天视2套19:30

■《当人心遇上仁心》
第9、10集 得生的女儿妞
妞3岁了，他没按照会娟
设计的仕途道路走，他只
想当个治病救人的好大
夫，会娟深感失望。得生
的忘我工作和高超医术，
使他成为大家敬佩和依赖
的好医生，但他却始终不
肯向憧憬飞黄腾达的会娟
妥协。会娟不甘永远窝在
广泽，窝在这个小医院里，
她和得生的矛盾渐渐由隔
阂变成冲突，得生终于知
道自己竟是会娟人生中的
一颗棋子！得生想离婚，
但又心疼女儿，他陷入了
迷茫之中……

天视4套21:00

■《今日开庭》妻子
怀孕后丈夫意外去世，孩
子何去何从？婆婆为留住
孩子签订协议，不料人财
两空。

天视6套18:00

■《模唱大师秀》本
期继续带来评剧专场，登
场的两支队伍分别是海河
仁健评韵社和中泰如意评
剧社。两支队伍将通过三
轮演唱比拼和戏曲知识问
答，决出最终胜出者，晋级
下一轮比赛。天津评剧院
国家一级演员王秀丽、天
津评剧院优秀青年演员李
宣捷、天津市艺术研究所
研究员夏冬、青年相声演
员谷宗翰以及来自海河传
媒中心的王雪组成本场观
察团。

天视2套21:00


