
10国际·文体
2022年10月21日 星期五 责编：祁振 于港 美编：单君

����

�����������������u����	�v��
�����q����r����	����	����������	�
���������	b������������	��
������u����v�������q����r��������
�������������
�����������	�
������	���������������b	��	
����	���������	�����	���b
��������b��������������
������������������	�����	
���������������	b

�����������������u���
�v�������q����r���������������
�����������	�����	�
�����
���
���b����

������������
����
	����� �� 	������������

��������	�� �����������

�������

���������
��
	���	�������

�����	����	������������
��������	�������	������
�����������������u������v����
���q����r������������������
���	��������������������	
�������	�b����	��������
�����b

�������������������
u������v	������q����r����
�����
������������������	����
�	�
��������
���b

����
�����������������
�	
	����� �� 	������������

��������	��

�����������

���������
������������

�����	����	�������������
�������	�������	����������
�������������u������v�������
q����r����������������������	
��������������������	�����
��	�b����	�������������b

�������������������u�
�����v	������q����r����
��������
���������������	�����	�

��������
���b

����
�������������
���	����
	����
 	� 	������������

��������	��

�����������

�������
����������	����

�������������������u����	�
v�������q����r����	������	�������
�����	����������	b�����
���������	����������u����v
�������q����r�����������������
������
������������	�������	
����������������b	��	����
	���������	�����	���b����
������b��������������
��������������������	���
��	���������������	b

�������������������u�
���v�������q����r��������������
��������������	�����	�
�
�������
���b����

������������
����
	����� �� 	������������

��������	�� �����������

���������
�	����
�������	���	�o�
��p�	��	�	�o�
���p��������	����
�
����
������o�
��p��	���
�����
��a���a�������b	�
���
���：����������b�
���	���������������
	����a��a���	a��a�

�a���	a���	�����
�a
��������b����
��	��������	���

���	���a�����a
�

���	����	���
��
�
�	����	���
���	b

���������
�	��
����	����&�������
	�������������	

�����������	���
��������������
������	������a��a
�
���������	����
������b�������	
	�������������a
�
�������b

����������	��
����������	�����
���������
��b

����� �����	�����

������
���������������������������
�

���	u���
���
��v����
�������
�������
��������������������
���������������}�������������
��������	�������a	�a���a�������
������������	~�����������
�����
�������������	�����b������
���
������������������
�������
	�
�����������b

��������
��������������

�
��	�����������������	
a�����������
�
b

�������������
������b
�����

���
��
���	��

����	�����������������

b���������������������� ��� ��
�b���������������
b�	��
o����p�����a�BQQo�����pa���
IUUQ���KG�����DO�������IUUQ���UK�����DO������
�b����	��	����������b

�������������

�����������

������	�����
���	���	������������������

������	�����������������	�������	���	��������
��������������	�����������������b

�a���	� �����

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
��
��
��
��

��

��

��
��

��

��
��
��
��

������

��	���	����

��	�����
����

�������������

�����
�������

���
���
���������

�����	����

����
���

��
��
���
���

�������

�����
���
���	��
���
����	������

���	����	
����

����������

��	���	����	���
����
���

�����	������
���

���
�������
�����
���
��	�
���
���������

��

�
�

��

��

��

��

��
��

��

��

��
��
��
��
��

��

��

��
��

��

��
��
��
��

��
��

������

������

������

������

����
�����

�����

�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����

�����

������
�����

�����

�����
�����
�����
�����
�������

	�

�����

������

������

�����

����
�����

�����

�����

�����
�����
�����
�����
�����

�����

�����

�����
�����

�����

����
����
�����
�����
�������

��
��

���

����

���

���

���
���

���

���

���
���
����
���
���

���

���

���
���

���

���
���
���
���
�����

���

���������a���a���

��	���������a���
�����a������
����a

��	���
�����a��
�����		����
���a

���a���

�������
���

���a���a���
���a���a���

��	a	�a���a���

�����������a
�����
���a�	a
	�

��a���
��
a
	�a	�

��
a
�
��
�	

�
�a��	

	��a�	


��	a�

�	a���

��a���

	a
	
���a���

�

�


����

������	�����	�
���

�

�

������
�����
��������a���a������
��������
��������

������	���������
�	����
�������%��������
�	������������
�
�����

�����
�����������

����������������

������
����
��������
���������������

�����
������"��������
������������������

�	�
�

���������
�	�����
�
�	�����������


�
����a�������
���
	����
�����

��������	�����������
���	��������a�����������

���������
������
�����	����������������
������
����	���	������������

	�����
���"���������
�	�
�
�����	�������������
�����
�������������������
�����
��������$a��%a��&�����
�������
��������'a��(������

�a�����	���
���
	a���	���a��������
�	������	�
�����
��������a���������
�a����a�����	����
�a��������	������
������
a��a����
�������	����	��
����������������

����������	����
�a��������������
����������������
���
����
���b

�a��������������
������
���������
�����
�		��	��b

�a���������	����
	�����
�		��	��b

�a��������������
��������������������
������������b

��
�����
������
	���
������	����
����������XXX�[TBND�
DPN����������������
��������	����b

�a����
������
�	�����	a��a���	��
��
�
�����������
��
��������	����
����������������
a��������b������

����b
�a	���

�������������
�����	�������
���������������a�
���������������
�����	�b

	���
�
	���������������
���������������
���
�������
	�����������������

���
���
	�����
������	�����

����������

����	����������������

昨天，中超联赛官方宣布，福建省
晋江市将作为2022赛季中超联赛中立
赛区，晋江市足球训练中心体育场、晋
江市体育中心体育场将作为中立赛区
比赛场地。不得不说，当国内三四线
城市开始陆续承办中超比赛，联赛的
处境便越来越尴尬。
晋江赛区之所以能够成为本赛季中

超联赛第二个主客场制中立赛区，原因
很简单，随着天气越来越冷，北方城市进
行足球比赛已经有了较大难度。晋江赛
区在这个时候表现出了承办比赛的兴
趣，也算是给主办方解决了难题。除了
交通便利之外，晋江场地气候条件比较

优越，的确是目前承办比赛的最佳选择。
晋江赛区拥有两座球场，其中晋

江市足球训练中心体育场只能容纳观
众8000人，这在中超联赛最红火的时
候，恐怕很难通过中国足协的考察。
但如今，晋江赛区能够主动伸出援手，
已经是对中超的一大贡献了，更何况
届时能否开放看台，还要视当地的防
疫形势而定。

2020赛季，中超的两大赛区分别
是大连和苏州，如今已经变成了海口
和晋江。当一些大城市逐渐失去承办

中超联赛热情后，如今比赛地已经朝着
三四线城市的方向发展。此前，日照和
大同也历史性地承办了中超联赛，这在
几年前是无法想象的。

造成这种局面，的确有新冠疫情的
原因，但同时也有中超联赛关注度下降
的问题。本年度，中超联赛在赛会制和
主客场制之间穿插，比赛被迫推迟的情
况屡屡出现，各队都不清楚接下来的赛
程。在这种背景下，中超联赛的处境已
经越来越尴尬，关注度已大不如前。

本报记者 申炜

本报讯（记者 苏娅辉）2022年
WTA年终总决赛将于10月31日至11月
7日在美国沃斯堡举行，WTA官网昨天
正式确认徐一璠/杨钊煊入围年终总决
赛女双比赛，这是“津花”徐一璠第4次
入围。

徐杨组合本赛季先后夺得印第
安维尔斯赛和圣何塞站冠军，杨钊
煊本赛季双打排名达到第14位创职

业生涯新高。这是徐杨组合首次入围
WTA年终总决赛，徐一璠此前曾搭档
达布罗斯基在2017—2019年3次入围。

晋江市接手中超比赛的背后

■ 本报记者 张帆

电视剧《我们这十年》正在热播，
收视率持续走高。在已播出的单元
中，《唐宫夜宴》中年轻的文艺工作者
坚持以人民为中心的创作理念，不断
发掘传统文化的现代表达；《热爱》里
师生在足球训练中增进了解信任，相
互交融，体现了各族人民“像石榴籽一
样紧紧拥抱在一起”的深刻主题；《一
日三餐》则在充满烟火气的叙述中精
准描绘了“八项规定”对公款吃喝的有
效遏制，让观众切身感受到时代前进
的节奏……许多观众点赞该剧：“属于
普通人的泪点、笑点、燃点最动人。《我
们这十年》便是在充满烟火气的‘人民
视角’里，升腾起一个真实的中国。”
“笑着笑着就哭了”——这是很多

观众看过《我们这十年》后的共同感
受。在已播出的几个单元中，白百何
饰演的舞蹈编导、白宇帆饰演的体育
教师和侯勇饰演的肠粉店老板等角色
人物贴近生活，表演自然流畅，获得了
观众不少好评。
艺术总监毛卫宁在谈到该剧的创

作初衷时说：“《我们这十年》展现的故
事离我们很近，所表现的方方面面都
是观众熟悉的，甚至就是我们身边的
人和事。真实的才能有共情，有艺术
感染力，希望观众看《我们这十年》，会
哭着、笑着、感动着、自豪着。”
《我们这十年》分为11个单元，

每个单元4集体量要完成一个完整
的叙事并非易事。以《热爱》单元为
例，主线故事是体育老师张雷带领新
组建的校足球队参加联赛，副线故事
则是援疆干部推广农业无人机技术，
带领当地群众致富，剧情之紧凑可见
一斑。
如何在广阔的视野之下完成有深

度的创作？毛卫宁给出的答案是遵
循现实主义创作规律，深入生活挖掘
创作元素：“在创作《我们这十年》时，
要为观众提供有质感的视觉表达，同
时要有故事性、戏剧性。其核心就是
把观众，尤其是年轻人的代入感调动
起来，让观众和角色之间产生情感共

振。我认为一部优秀的主旋律电视剧
应该是故事源于生活、人物真实可信、
行为符合逻辑、情节丰富生动，这几个
特质缺一不可。今天的观众排斥假大
空，真实才能可信、可信从而代入、代入
进而共情。”

回望过去十年，最打动人心的莫过
于“我们”的故事。《我们这十年》的现实
意义就是让大家重新回味和感受我们这
十年的变化。毛卫宁说：“我们塑造的这
些人物，每一位观众都能感觉到是看得
见、摸得着，甚至可以像他们一样，做得
到。每一位观众在感同身受的同时，也
可以改变我们的生活，重新对待我们的
生活。”

深入生活挖掘创作元素 人民视角引发共鸣

《我们这十年》真实最打动人心

“津花”再度入围WTA年终总决赛

回应有报道称沙特王储表达沙特加入金砖的愿望

我外交部：稳步推进扩员进程
据新华社北京10月20日电（记

者 冯歆然）针对有报道称沙特王储表
达了沙特加入金砖的愿望，外交部发
言人汪文斌20日在例行记者会上答问
时表示，作为今年金砖主席国，中方积
极支持金砖国家启动扩员进程。中方
将同金砖伙伴一道，稳步推进扩员进
程，让更多志同道合的伙伴参与到这
项前景光明的事业中来。
“金砖国家在世界大发展、大变

革、大调整时期应运而生。经过16年
的发展，金砖国家合作取得丰硕成果，
为世界和平与发展事业作出重要贡
献。”汪文斌说，正因为如此，金砖合作
机制得到国际社会的广泛认同和支
持，越来越多国家希望成为金砖国家
的一员，携手克服困难和挑战，实现共
同发展和繁荣。

汪文斌表示，作为今年金砖主席
国，中方积极支持金砖国家启动扩员进

程，并推动“金砖+”合作不断迈上新台
阶。今年6月，金砖国家领导人第十四次
会晤成功举行。习近平主席在会上指出，
金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外
的“小圈子”，而是守望相助的大家庭、合
作共赢的好伙伴。会晤期间，五国领导人
就金砖扩员问题达成重要共识，支持讨论
扩员标准和程序。这在国际上引起热烈
反响，许多国家表达了加入金砖的积极意
愿。中方对此表示支持和欢迎。

据新华社伦敦10月20日电（记
者 杜鹃 许凤）英国首相伊丽莎白·特
拉斯20日宣布，辞去首相职务和执政
党保守党党首职务，但将继续担任首
相至新领导人产生。保守党新党首选
举将于下周内举行。

特拉斯当天在伦敦唐宁街10号首
相府门前发表简短声明说，她就任首相
时，英国面临的经济和国际形势都非常
不稳定。保守党先前选她为党首就是

为了改变这一局面。特拉斯承认，鉴于
目前状况，自己无法完成这一任务。
特拉斯宣布辞职后，工党、自由民

主党随即要求提前举行大选。路透社
说，特拉斯成为英国历史上在职时间
最短的首相。

今年9月5日，特拉斯当选保守党党
首，次日就任首相，成为英国历史上继玛
格丽特·撒切尔和特雷莎·梅之后的第三
位女首相。特拉斯就职后于9月下旬推
出大规模减税措施，引发英国金融市场
大幅震荡。

上任不到两个月宣布辞职

特拉斯成英国任期最短首相
《我们这十年》之《唐宫夜宴》

本报讯（记者 张帆）近日，国家
广播电视总局发布《关于公布“全
国智慧广电网络新服务”推选结果
的通知》，经过推选和公示，确定最
终入选的智慧城市创新应用、智慧
乡村创新应用、智慧家庭创新应
用、文化数字化创新应用各10个，
共计40个。其中，中国广电天津网
络有限公司申报的“天津市西青区
付村党建引领基层治理平台”获
“智慧乡村创新应用”。

为创新基层治理方式，提升现

代化治理水平，付村积极探索数
字化手段赋能乡村治理，借助互联
网技术打造了“付村党建引领基层
治理智慧平台”。平台整合了党
建、村民议事、积分制管理、网格化
管理、乡风文明建设等方面的工
作，通过电脑屏、电视屏和手机屏
的互通共享，实现对小区居民的
服务管理。

付村依托智慧平台，不断谋求数
字乡村治理模式的创新。目前，“掌
心付村”小程序已在全村范围广泛推
广和使用，使用覆盖人数超过 1800
人，近 80%的党员积极发表学习心
得。“付村党建引领基层治理智慧平
台”已成为付村乡村治理的“中枢系
统”，使付村在数字乡村治理取得显
著成效。

西青区付村：智慧平台赋能乡村治理
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黄金频道

文艺频道

18:15 乡村爱情之女
怕嫁错郎（1、2、3）

■蓝月原是喜洋洋小
剧团的一个二人转演员，因
为剧团里总是演出一些低
俗的节目，她选择了离开。
如今，她经营一家养牛场，
靠勤劳致富小有积蓄，丈夫
郎大树在城里做些小工
程。不久前蓝月交给丈夫
东拼西凑筹集的35万元，让
他在城里买挖掘机。蓝月
正在养牛场忙活时，弟弟蓝
天心急火燎地跑来，拉起她
就跑，原来郎大树把钱弄丢
了，正拿着酒瓶子在一栋高
楼上要跳楼寻死。蓝月和
蓝天姐弟赶到后苦苦相劝，
总算把郎大树安抚下来。

都市频道

21：45 钟 点 工 们
（16、17）

■月娥告诉钟林其实
钟森不是她亲生的，钟林说
其实他早知道了。母子俩
的谈话碰巧被周薇听见。
小志为了答谢大华等人对
丽云的照顾，请他们到饭店
吃饭。大华在工作时无意
得知李超比武的真相，便急
匆匆跑去找李超。李超能
不能参加比赛还不确定，肖
震的母亲同李超的母亲讲
儿子的事情，认为习武对儿
子来说很重要。

影视频道

19：00 勇者（15、16、
17、18）

■萧长佑在王福阶家
中住了一段时间，发现王福
阶每天晚上都要出去，于是
便悄悄地跟踪，却被王福阶
发现了。王福阶把萧长佑
带进邮电所，看见了胡茵
茵，两人认出对方。王福阶
得知日本东铁要在淮州及
周边地区招收一批工作人
员，实则是招收能说当地话
的特工人员。组织决定找
人打入内部，萧长佑想成为
这个人选，但王福阶不同
意。当晚，王福阶把萧长佑
带到了他们的联络地，把东
铁招工的事情和其他两位
地下党员说了，并告知他们
萧长佑的想法，大家都认为
此事不妥。

天津卫视

21：20幸福来敲门

■本期栏目中，来自河
南的李少青因为婚事与妈
妈有了心结。李少青的妈
妈蔡凤春拥有百万“粉丝”，
每天直播为“粉丝”唱豫
剧。让李少青烦恼的是，妈
妈每天都要在几千人的直
播间给自己相亲，她希望妈
妈减少直播时间不要透支
身体，也别过于催促她的婚
事。对于见解的分歧，母女
各有缘由。妈妈觉得“闺女
不可留，留来留去娘发愁”。
李少青觉得“直播间相亲，就
像宣告自己没人要”。对于
年轻人的婚恋心态，陆琪给
出意见：“结婚与恋爱是每一
个人的需求，如果内心没有
足够驱动力的话，就会不
找。我们要研究年轻人为什
么内心没有这个需求。”

天津卫视（101）

19：30 爱拼会赢
21：20 幸福来敲门
天视2套（103）

18：15 乡村爱情之女
怕嫁错郎

20：30 青春有腔调
天视3套（104）

19：00 勇者
22：00 特战英雄榜
天视4套（105）

20：00健康直播间
21：45 钟点工们
天视5套（106）

18：55 体坛新视野
天视6套（107）

18：00 今日开庭
21：55 拾遗保护
少儿频道（108）

19：30 糖心家族
21：00 番茄生活王

（节目如有变动，以当天播出为准）


