
Watanabe Academy, April 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

丁度３年前の今頃、先の見えないトンネルの中に世界中が入ってしまい、一体どうなるのだろうと暗闇の中を 

手探りで這って進んでいく毎日でしたが、やっと先の方に明かりが見え始めました！本当に長かったですね！ 

このパンデミックは、終息するのには３年か５年かかるだろうと医療関係の人から聞いていたのですが、本当に

そうだったなあと、パンデミックの恐ろしさをつくづく思い知らされました。全く先の予想がつかないのが、こん

なに大変なこととは、それこそ予想も出来ませんでした！ 

私は、そんな中去年の４月の終わりに脳梗塞をおこし、８月迄入院し、土日の休みもなく来る日も来る日もリハ

ビリする生活でした。突然の休養のお知らせでご心配をおかけしましたが、幸い初期の治療が良かったので、今で

は何の後遺症も無く回復していますが、後で後悔しないように毎日のリハビリを続けています。 

これこそ《継続は力なり！》です。 

それまでは走り続けて来た人生だったのですが、突然の《天から与えられ休暇》で、本の音読をしたり、音楽を

聴いたり、NETFLIXを見たりと、それ迄出来なかった事を楽しんでいます。 

アメリカやカナダでは、春を告げるお祭り《Groundhogs Day》が毎年行われます。それまで土の中で冬眠してい

たウッドチャックも土の中から出て来るそうです。聖燭節と日本語は訳されています。ウッドチャックが土の中か

らで出てくるように、私も出来る事を少しずつ始め、ワタナベアカデミーに復帰出来る様になりました。 

長かったパンデミックも先の方に明かりが見えて来始めました。必ずやって来る夜明けを信じて、これからもご

一緒に歩んでいきましょう！  

本年度も皆様方のご支援の程どうぞよろしくお願い申し上げます。 

                             渡邊節子 
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2023 年 4 月 

2023年 3月‐5月 

5月 

2日（火）…英検 2023-1申し込み締め切り日 

26日（金）…英検 2023-1準会場A日程一次試験 

27日（土）…英検 2023-1準会場 B日程一次試験 

28日（日）…英検 2023-1準会場 C日程一次試験 

 

スケジュールは変更される場合があります。ご了承ください。 

また、レッスンのスケジュールはクラスごとに異なっておりますので、 

必ず自分のクラスのスケジュール表をご確認ください。 

 

3月 

5日（日）…英検 2022－3本会場 C日程二次試験 

19日（日）…第一回サマープログラム説明会 

        （13：00～15：00） 

31日（金）…英検 2023-1申し込み開始日 

26日（日）～31日（金）…アカデミーおやすみ 

 

4月 

1日（土）～3日（月）…アカデミーおやすみ 

16日（日）…第二回サマープログラム説明会 

        （13：00～15：00） 

25日（火）…英検 2023-1アカデミー申し込み締め切り日 
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 Announcement

新しい生徒さんを随時募集しております。 

 ご興味のある方がいらっしゃいましたら、 

是非ご紹介下さい。 

 

Easter Activities 
 What is Easter?  

 

Easter is one of the principal holidays, or feasts, of Christianity. It marks the Resurrection of Jesus three 

days after his death by crucifixion. For many Christian churches, Easter is the joyful end to the Lenten 

season of fasting and penitence. 

 

What is an Easter Egg Hunt? 
 

During Easter, one of the popular activities is Easter Egg Hunt. In this activity, children look for colorful 

eggs hidden everywhere.  

The egg, an ancient symbol of new life, has been associated with pagan festivals celebrating spring. From 

a Christian perspective, Easter eggs are said to represent Jesus' emergence from the tomb and resurrection. 

 

Watanabe Academy’s Easter Activities 
 

For 2 weeks, starting April 10 to 23, Watanabe Academy will have Easter Activities. 

 

During Kaiwa Lesson: In these weeks’ conversation lesson, students need to find Easter Eggs hidden all over 

the powerpoint. If the students find the eggs, they might get a surprise! 

 

 

Easter Activities: Younger students may have coloring pages for easter, and other activities where they can 

practice using English! 
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いつも私達のレッスン運営へのご協力有難うございます。 

コロナウィルス感染症について、厚生労働省よりマスク着用について、 

「3/13(月)よりマスク着用は個人の判断が基本となります」 という見解が出されました。 

ですが、他の学校と同様に、ワタナベアカデミーでも引き続き、 

ご来塾の際にはこれまで通りにマスク着用を継続しようと思います。 

よろしくご理解、ご協力をお願い致します。 

 

 

平素よりワタナベアカデミーにお越し頂き、誠にありがとうございます。 

英検 2023 年度第一回検定をワタナベアカデミーで実施することが決定いたしました。 

下記、詳細を記載しておりますので、ご確認ください。 

 

実施日程：2023 年 6 月 4 日（日） 

実施場所：学芸大学教室 

実施級：５級、4 級、3 級、準 2 級、2 級 

申込締切日：2022 年 4 月 25 日（火） 

  

実施時間・場所 ※お教室は変更する可能性があります。 

5 級 14:40～15:30（入場開始：13:35 着席時間：14:00）大教室 

4 級 10:30～11:35（入場開始：9:25 着席時間：9:50）大教室 

3 級 14:40～16:00（入場開始：13:20 着席時間：14:00）中学生教室 

準 2 級 10:20～12:05（入場開始：8:50 着席時間：9:40） 中学生教室 

2 級 14:10～16:00 (入場開始：12:50 着席時間：13:30) 小学生教室 

 

※注意※ 

今回、2 級まで実施するにあたり、お教室の収容人数に限りがあることから、 

各級で人数制限を設けさせていただきます。 

5 級 20 人  4 級 20 人  3 級 16 人  準 2 級 16 人  2 級 12 人 

 

お申し込みは先着順となっております。 

ご希望の方は、お早めに担当の先生へお声がけください。 

ご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解の程何卒宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

英検のお知らせ 

マスク着用について 


