MEA MESSENGER

AUTUMN , 2022

Autumn Newsletter
Time for the Cool Breeze

MEA
Update
Starting this month we
will be painting and
changing the
carpeting. We
apologize for the
inconvenience while
the work is in progress.

The next Eiken is
in January. Time
to start preparing.

MEA Special Campaigns & Events
1. Family & Friend Gift Card Campaign - From the 9th of Sept ~ 10th of
October, if you introduce a friend to MEA and they sign up then both
you and your friend can receive a Gift Card. Hurry and make use of this
opportunity.
2. Halloween Week - 24th ~31st October will be our Halloween Week
at MEA. Students are encouraged to come in costume and lessons will
be based around Halloween activities. Let’s have some fun!

Online Skype/Zoom Lessons

At MEA, we also conduct online lessons. We encourage students to sign
up for our private Skype/Zoom lessons. These lessons will be 30 minutes
and saves you the trouble of coming to MEA. Because they will be private
lessons, it will allow you to strengthen your weak areas in English as well
as cater to your own individual needs. You can also set up a flexible
schedule (depending on the teacher’s schedule as well). All for the
reasonable rate of ¥3,000 per class.

Birthday Greetings

‘A very Happy Birthday’ to all students celebrating their birthdays
in September, October and November
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Save the Planet.
Scan here to read
the newsletter
online!

MEA Holidays.
Sept 19,23,24
Oct 10
Nov 3,23

MEA MESSENGER

2022年秋版

秋のニュースレター
涼しい風の時期です
MEA教室に関して
今月からMEAの壁と床
をちょっとずつ変えて
いきます。ご迷惑をか
けしますが、ご了承く
ださい。

次回の英検は1月
です。これから英
検準備スタート
です！

MEAの特別キャンペーンとイベント
① ギフトカードキャンペーン：9月9日〜10月10日までに家族や友人を紹
介してくれる方にギフトカードを差し上げます。もちろん、入会した方
にも差し上げます。是非、この機会を利用して、友達を紹介してくださ
い。よろしくお願いします。
② ハローウィン週間：10月24日〜31日をMEAのハローウィン週間としま

地球のための一歩!

す。ハローウィン衣装でレッスンに参加しながら、様々なハローウィン

スキャンして
ニューズレターを
読みましょう

活動をしましょう。とにかく、楽しい時間を過ごしましょう。

MEAのオンラインレッスン
自分の英語の弱点や特別なことを学びたい方にMEAのスカイプ・ズームレッ
スンをお勧めします。30分のレッスンで、自分の家でいながらプライベッ
トレッスンを受けれます。スケジュールもある程度フレックスでできます。
「先生のスケジュールにも寄ります」。レッスン料は１レッスンで¥3,000

MEAの休み

です。是非検討してください。

9月19、23、24日

Birthday Greetings

‘A very Happy Birthday’ to all students celebrating their birthdays
in September, October and November
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10月10日
11月3日、23日

