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Dear Sir3
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Japan i3 0SSentially a soaFaring nation and is dopenrieュ t ttpoュ ●
3trOng nnA adequate Shipbullding and shipping industyve Shi♪ ui■ aing
ag an art is not static and it iS eSSentia■ that technical 晦 爾 mmt●
1■ ■OthOdS and dosign be given the greatest possib■ e publlolty ln tho
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moSt practical means oF tranSlating and dissem■ nating such infomatio3
to Japaneee ■ndustry。

Japan has exceptional shipbullding talent avallable within the
country and a technical IInagazine For the trade is ossential as a nedi‐
for interchanging informatiOne
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ly youre,

R10y s. campbo■ ■
日本 の 造船海運界 に深 い闘 心 と好意 を持 つてゐ られ るア メ リカ造船界 の大先輩 であ るキ ヤンベル氏 に封
して「 11の 科學」 の沓 T」 を博 へ た所 極 めて好 意 あ る激麟 の辞 に接 しま した。次 にそ の大意 を拐 げます が
我 が造船海運 界 に とり次第 に明 るい見透 が感 ぜ られ る時,氏 の示 されてゐ る厚意 に封 しわれわれは心 か ら
感謝致 したい と思 ひ ます。
,

キ ヤ ンベ ル 氏 書 簡
新 しい技術維誌「 般の科學」の出版が必す成功す る事 を哀心願 ふ と共 に,こ の極めて憤値あ
る企 てが何時 まで も績 いて輝 しい成果を拳げ る事を念願致 します。
日本は元末海 に育 つす
こ國 であ り,張 い適営な造皓海運業 に依存 してゐ ます 。造船技術 は日進
月歩の もので ,色 々な技術的 の改善 を工業界一般 に公開磯表 す ることが斯界の健善 ■嚢達 には
最 も大切 な事であ ります 。 世界 を通 して造1皆 海運 の諸方面は憂革 して来 て居 うますが ,貴 誌
の如 き有望な技術雑誌 によつて こそ日本の工業界 にか ゝる知識が普及 され る最大最書 の方法 と
信 じます。日本は優れた造船技術 を有 つて居 り,貴 誌 の役 目 もそれ等 の知識を交流 せ しめ る媒
介 として大切 であ ります 。維 りに貴誌が 日本の造船海運各方面 に封 して大 いに慣値あ り有釜で
あ る事 を心か ら希望 し期待 してゐ る次第 であ ります。

