
Eiken Tests 
Scheduled for May 28th (Sunday) 
We encourage students to sit for the Eiken tests. MEA is also a public test 
site and so we get a lot of applications from non-MEA students. If you are 
interested in sitting for the Eiken Test, please inform your teacher or the Staff 
as soon as possible and we can keep a place for you. Please note that only 
8 students can sit per level, and we do the tests for Eiken 5, 4, 3 , Pre2 and 
2.   

MEA Annual Fee Changes 
Please note that from April 2023 (payable in Feb 2024), the Annual fee of 
MEA will change to ¥5000. We have not changed the Annual Fees since the 
time of establishment in 1994. Given all the changes happening in our world 
today, we can’t help but raise the Annual Fees. We ask for your 
understanding in the matter.   

MEA Changes 
This is the season of change. Many students will be changing and 
rearranging their class schedules so please be understanding as there might 
be new students ‘trialing’ in your classes. Also, MEA has only 2 parking 
spaces available so for students who come by car, please check parking 
availability when arranging your catch up lessons.  
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英検テスト　５月２８日(日) 実施予定 
MEAでは、英検受験を応援しています。英検協会準会場実施団体のウェブ
サイトにも掲載しておりますので、外部の方からも多くのご応募をいただい
ております。英検受験をご希望される方は、できるだけ早く、先生、または
スタッフにお伝えいただきますとお席を確保いたします。受験級は、2級、
準2級、3級、4級、5級、それぞれ各級8名の制限がございますので、ご注意
くださいますようよろしくお願いいたします。 

MEA 年会費変更のおしらせ 
2023年4月から(2024年2月のお引き落としからとなります)MEAの年会費を5,000円
に価格改正いたします。1994年の設立以来、価格の維持に努めてまいりました
が、昨今の世界情勢により、価格改定を実施させていただきたく存じます。大変に
心苦しいのですが、ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

MEA  スケジュール 
季節の変わり目、春の気配を感じるころとなりました。多くの生徒がレッスン時間
やクラス変更のため”体験レッスン”に入られることがありますので、ご理解のほ
ど、よろしくお願いいたします。また、MEAの駐車場が2台しかないため、振替
レッスンの際には駐車場の空き状況をご確認くださいますようお願いいたします。 
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3月31日までの入
会に限り、入会金
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Save the 
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MEAの休み 

3月21日（火） 

4月29日～5月5日


	Spring Campaign
	Entrance Fee ¥0.
	Scan here to read the newsletter online
	Eiken Tests
	Scheduled for May 28th (Sunday)
	We encourage students to sit for the Eiken tests. MEA is also a public test site and so we get a lot of applications from non-MEA students. If you are interested in sitting for the Eiken Test, please inform your teacher or the Staff as soon as possible and we can keep a place for you. Please note that only 8 students can sit per level, and we do the tests for Eiken 5, 4, 3 , Pre2 and 2.
	MEA Annual Fee Changes
	MEA Changes
	3月31日までの入会に限り、入会金￥０キャンペイン中
	Scan here! Save Paper, Save the Planet
	英検テスト ５月２８日(日) 実施予定
	MEAでは、英検受験を応援しています。英検協会準会場実施団体のウェブサイトにも掲載しておりますので、外部の方からも多くのご応募をいただいております。英検受験をご希望される方は、できるだけ早く、先生、またはスタッフにお伝えいただきますとお席を確保いたします。受験級は、2級、準2級、3級、4級、5級、それぞれ各級8名の制限がございますので、ご注意くださいますようよろしくお願いいたします。
	MEA 年会費変更のおしらせ
	MEA  スケジュール
	季節の変わり目、春の気配を感じるころとなりました。多くの生徒がレッスン時間やクラス変更のため”体験レッスン”に入られることがありますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。また、MEAの駐車場が2台しかないため、振替レッスンの際には駐車場の空き状況をご確認くださいますようお願いいたします。

