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会報のデザインをリニューアルいたし
ました。新規会員については、ハー
トの初心者マークがついています。
会報は皆様のご意見・ご要望により
改良されていきますので、お気軽に
ご意見ください。

いばらちゃんさん
相模通り 3番地 2017年12月31日まで

女性
40代

音楽鑑賞、パワーストーン集め、読書、映画鑑賞、
ぬいぐるみ遊び、文芸活動

東京都や神奈川県にお住まいの近い方と文通がしたいです。好き
なビジュアルバンドはヴェルサイユです。趣味は音楽鑑賞＜ヒップ
ホップや邦楽、アニメ音楽が大好きな方＞、パワーストーン集め、
読書＜マンガや小説＞、映画鑑賞、ぬいぐるみ遊び、文芸活動＜
物語、イラスト＞。お返事を心から楽しみにお待ちしております。
男女年齢性別は問いません。よろしくご検討お願いします。

ユリエさん
お江戸通り 291番地 2017年11月30日まで

女性
50代

読書、散歩、手紙

手紙を書くのが大好きです。きれいな切手があればつい買ってしま
い、レターセットもついつい見て歩いて…。友人に季節のお便りを
出すも、返事はメール。ちょっとさみしい気分です。読書は小説が
好きです。愛犬と散歩しながら、いろいろ空想してのんびり暮らし
てます。よろしくお願いします。

まんまさん
上州三山通り 37番地 2017年11月30日まで

男性
50代

読書、スポーツ（ランニング、エアロビ）、自動
車、アニメ、他諸々。

字は下手です。文章の組み立ても上手くありません。で
も、色々な事に興味があり、私の知らない事でも興味を
持って文通出来ると思います。

びんちゃんさん
六甲通り 110番地 2017年11月30日まで

女性
20代

お出掛け、カフェ巡り、料理、お菓子作り、家庭
菜園

初めまして！大人になってからなかなか手紙を書くこと
がなく、文通で趣味や日々のお話しをしたいなと思って
います。よろしくお願いします♩

さくらさん
茶畑通り 64番地 2017年11月30日まで

女性
40代

読書、ショッピング、ダイエット

ご覧くださり、有難うございます。読書が好きな、パートで働いて
いる主婦です。文通は小学生の時以来で、とても楽しみです。年
齢や趣味を問わず、いろんな方とお手紙のやり取りで情報交換が
出来たら嬉しいです！文通を通じて、知らなかったことを知るのも
楽しみにしています♪

ぎょうざいぬさん
彩の国通り 142番地 2017年11月30日まで

女性
20代

家庭用ゲーム、お笑い、マステ・シール集め、ディ
ズニー、マーベル

家で仕事や勉強をしているので、犬の散歩以外家から出ない日が
多いです。文通でゆるーく人と繋がれたらと思い、入村してみまし
た。文通はほぼ初めてです。趣味のことやたわいもない日常のこ
となど、何でもお話しできたら嬉しいです。よろしくお願いします！

こてつさん
お江戸通り 295番地 2018年2月28日まで

女性
50代

ガーデニング、美術館巡り、手書き

文具好き、猫好き、植物好きです。せわしない日常で
すが、文通は丁寧にしたいと思います。植物や動物のイ
ラストを添えて、書いてみたいと思います。よろしくお
願いいたします。

いろはさん
上州三山通り 38番地 2018年2月28日まで

女性
20代

✩レタセ✩マステ✩シール集め✩ディズニー✩サンリオ✩ジブリ
作品✩カフェ✩お出かけ✩

初めまして！いろはと申します。学生時代にお友達や同級生と手
紙の交換をしていました(´∀`)手紙のやり取りが好きなので、また
文通をしたいと思い入村しました！最近はミニオンズやにハマって
います(^ω^)特にボブに癒されています笑 趣味が合う方や女性男
性問わず色々な方とお互いの趣味や日常の事など幅広く話せたら
なと思います٩(Ü*)۶よろしくお願いします！
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ぽんちゃんさん
古都みやび通り 56番地 2017年11月30日まで

女性
30代

文字・イラストかき、スヌーピー、カラオケ、読書、
ハンドメイド、ミニオン、文房具

初めまして♪かくこと読むことが好きです。学生時代にしていた文
通をまたしてみたくて文通村に来ました。子供が二人いて、イライ
ラしたり笑い転げたり癒されたりして日々過ごしております。日常
の何でもないことや子育て、趣味のことなど楽しく文通でお話した
いです(^ー^)よろしくお願いします。

みいさん
もみじ饅頭通り 42番地 2018年2月28日まで

女性
20代

映画鑑賞、スポーツ、温泉巡り

はじめまして。中学生の頃に文通をしており、また始めたいなぁと
思い入村してみました。話すことが好きなのでついつい長く書いて
しまうかもしれません。長く続けられるといいなぁと思っていま
す(^^)色々なことをお話ししたいです。よろしくお願いします♪

りりぃさん
砂丘通り 8番地 2017年11月30日まで

女性
20代

ライブ、旅行、書道

はじめまして。年齢・性別問わず、お手紙が大好きな方々と交流し
てみたいと思い、入会しました。趣味のことや日常のたわいもない
ことを楽しくお話できたら嬉しく思います。 お手紙のやりとりがお
互いの楽しみになりますように☆文通初心者ですが、どうぞよろし
くお願いします。

みーたんさん
お江戸通り 297番地 2018年2月28日まで

女性
40代

読書、音楽鑑賞、散歩

初めまして。経理、総務系のお仕事をしています。お菓
子、甘いもの大好きです！今はガーデン二ング、ヨガ、
マラソン、ゴルフ、山登りなど色々な事に興味がありま
す。どうぞよろしくお願いします。

ゆづはさん
茶畑通り 65番地 2017年11月30日まで

女性
40代

ジャニーズ　クラシック　文具

差し出す相手もいないのについついレターセットを買っ
てしまいます。昔、ペンパルをしていたことを思い出し
手紙を書きたくなりました。

のんたさん
お江戸通り 298番地 2017年11月30日まで

女性
30代

TV鑑賞、猫(♂猫飼い)、ディズニー、サメ、読書(ミステリー
が好きです)、アニメ、ゾンビ

文通初心者です。趣味は広く浅く。興味が同じ方も違う方とも知り
合えたら嬉しいです(°▽°)何気ない日々の事から、じっくり趣味話、
忙しい時にはゆっくりペースで！など相手を思いやりながら文通で
きたらと思っています。優しく常識ある方でしたら年齢性別は気に
しません。 最近ドラマをみてるので感想語り合ったりしたいで
す(^^) お手紙楽しみに待ってます！

のりっぴぃさん
越後通り 34番地 2017年12月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞、テレビ鑑賞、お笑い、ディズニー、ポ
ケモン

老若男女いろんな方とのんびり文通したいと思い入会しました。
最近はお笑い芸人さん(フットボールアワー、平成ノブシコブシ、ピー
ス)とディズニー(プーさん、スティッチ)が大好きです。 皆さんのお
手紙お待ちしてます。

CHOCOCOさん
なにわ通り 162番地 2017年11月30日まで

女性
40代

マステ・文具集め・映画＆音楽鑑賞・時々バイク
（中型自動二輪免許あり）

フルタイムで働くシングルマザーです。 仕事やプライベートでも、
スマホやパソコンを使う事が増えて文字を書くという事が少なくな
りました。 ふと空いた時間に、お手紙を書いてみたくなり、文通を
始めたいと思い、ここにたどり着きました。 旅行などもなかなか
行く機会がなく、遠くの地域の知らない人と繋がれたらいいなぁと、
お手紙が届くのを楽しみにしています。

なまみ（旧：まゆ）さん
しゃちほこ通り 119番地 2017年12月31日まで

女性
20代

読書、文章をかくこと

読書と子どもと、最近はYouTubeも大好きです。小説は石田衣良
さんや江國香織さんが好きですが、かなり幅広く読みます♪おすす
めの本などもお手紙で、教えてもらえたら嬉しいなぁと思います！
よろしくお願いします！

うっちゃんさん
どんたく通り 87番地 2018年2月28日まで

女性
20代

万年筆、文房具、ゲーム、読書、買物、美容

はじめまして。愛用のスーベレーンと増えすぎてしまったインクで
手紙を書きたくなり、住民になりました。文房具はノートやメモ帳
が好きな趣味文読者。読書ジャンルは幅広く、小説や図鑑、エッ
セイや写真集、実用書など興味が湧けば何でも読みます。趣味の
合う、合わないに関わらず色々な方と交流できれば、と思います。
よろしくお願いします。
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なっちゃんさん
なにわ通り 163番地 2017年11月30日まで

女性
20代

音楽、お酒、カフェ、美容、ラジオ

色んな世界を知りたいと思い、募集します。少し前までライブやフェ
スによく行ってました。最近はFM802をよく聴いていて、最新の音
楽情報源はラジオです。好きなことは食べること！美容の話も好
きです。同世代の女性とやりとりできれば嬉しいですが、楽しく続
ける事が第一なので、特に年齢は気にしません。字の上手い下手
でなく、丁寧に書いてくれる方、文通しませんか？

ゆかさん
六甲通り 111番地 2017年12月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞(邦画多め)、カフェ巡り

初めまして！文通経験はないのですが、気になっていたので始め
てみることにしました。 読書と映画を見ることが好きなので、趣味
が合う方とお話し出来たらと思っています！ 字は綺麗ではないで
すが丁寧に書いていきたいと思っています。 よろしくお願いしま
す♫

むーさん
なにわ通り 164番地 2017年11月30日まで

女性
30代

読書・音楽・散歩（街歩きやウインドウショッピン
グ）・料理・お酒

読書好きなので、読んだ本の感想を伝えあったりできると嬉しいで
す。音楽はクラシックが好きです。おいしいものを食べることが好
きなので料理もしますが、あまり凝ったものは作りません。。。
少しでも趣味が合いそうと思われた方、どうぞよろしくお願いいた
します！

まるなさん
しゃちほこ通り 120番地 2018年3月15日まで

女性
30代

雑貨屋巡り、美術館・博物館巡り、読書（漫画・小
説）、映画鑑賞、旅行、ドラマ鑑賞

会社員で事務系の仕事をしています。旅行や美術館巡り、雑貨屋
巡り等が趣味です。国内一人旅もします。手紙を書く事が好きで、
年齢を問わず、色々な方と文通をしてみたいと思い入会をしました。
文通は、ポストカードでもレターセットでもどちらでも構いません。
どうぞよろしくお願いいたします。

なおみんさん
相模ハマっ子通り 75番地 2018年2月28日まで

女性
20代

旅行、音楽・ライブ鑑賞、レターセット集め

旅行が大好きで、国内海外問わずいろいろなところに出掛けてい
ます。 レターセットを集めるのが好きなので、お手紙を書くのに使
えるのがとても楽しみです！ 年齢性別を問わずたくさんの方と交
流し、知見を広げたいと思っています。 楽しくゆる～く文通をして
いただける方、ぜひよろしくお願いいたします！

青りんごさん
上州三山通り 39番地 2017年12月15日まで

女性
30代

音楽、アニメ漫画、TVドラマ、散歩、猫　

初めて登録します。不慣れで、不規則な仕事の為すぐ
にお返事出来ない場合もございます。またメンタル弱い
人間ですのでご理解お願いしますm(__)m

なこさん
お江戸通り 300番地 2017年12月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、ハイキング、ねこ、いぬ、星

初めまして。以前から文通をしてみたいと思っており、
登録致しました。年代問わず、日々の生活のなかで感じ
たことなどお話しできたらいいなと思っております。どう
ぞよろしくお願い致します。

陽子さん
お江戸通り 301番地 2018年2月28日まで

女性
30代

温泉、ドライブ、旅行、映画観賞

最近は、時間を見つけてスマホで少女漫画を読むのが好きです。
たくさん時間のある時は、手芸やドライブをする事が多いです。ス
タンプラリーや好きなキャラクターのグッズ集め、レターセット集
めなど収集することも好きです。 日常の事や誰かに聞いてほしい
なぁと思った話など、楽しくできたら嬉しいです。

百日紅さん
ピーナッツ通り 143番地 2017年11月30日まで

女性
50代

お香、温泉、カフェめぐり、自分軸見つけ

はじめまして。これから訪れる秋が待ち遠しい百日紅です。「秋の
夜長」に長風呂したり、星空見ながらお酒飲んだり秋虫の鳴声を
聞きながら物思いにふけったりとここ数年、代わり映えなく、新た
に何かをプラスしたいと思い文通村に入村しました。季節を感じな
がら「喜怒哀楽」を語れる文友さん見つけたいです。皆さんにも私
にも素敵な「ご縁」がありますように。よろしくお願いします。

みおははさん
もみじ饅頭通り 43番地 2017年12月31日まで

女性
40代

読書､ドライブ､映画鑑賞､ひとり旅

3人の子どもの母です｡子どもの頃から手紙を書く事が大
好きで､すぐに返事を書く方です｡文通で色々な方と
色々なお話が出来たら素敵だなと思います｡よろしくお願
いします｡
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a ❤︎さん
ピーナッツ通り 145番地 2017年12月15日まで

女性
20代

スヌーピー、ミニオン、ニコちゃん、100均めぐり、
レタセ、マステ

この４月から社会人になりました。文通を通して 様々な
方とお話をしたく登録させて頂きました。 趣味合う方居
たら是非是非文通しましょう！

Rose（旧:あいり）さん
お江戸通り 302番地 2017年12月15日まで

女性
20代

旅行、お出掛け、音楽、お花、ウォーキング、手
芸、ジグソーパズルなど

初めまして。昔からお手紙を書くのが大好きで、文通暦は20年以
上。動物、旅行、音楽、ジブリ、ディズニー、サンリオなどが好き
です。お互いの好きなことはもちろん、日々の出来事など、文通
を通して色々なお話をしたいです。宜しくお願い致します。

竹千代さん
もみじ饅頭通り 44番地 2017年12月15日まで

男性
40代

四国お遍路 古民家カフェ巡り 太極拳 易経

初めまして、たくさんの人とはなしをして、元気になり
たいと思って登録しました。手紙をあまり書いたことない
けど、楽しく文通をしていきたいと思っています。よろし
くお願いします。

こめっこさん
お江戸通り 303番地 2018年3月15日まで

女性
40代

お笑いを見る、動物を見る、カフェでまったり、銭湯やスパ
に行く、サイクリング、音楽を聞く

文通をするのは初めてです。メールとかではない、手書きの文字
を使っていろいろな方とコミュニケーションが取れる文通をしてみ
たいと思いました。いろんな趣味の方、様々な世代の方々とお手
紙のやりとりができたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

バニラカフェさん
どさんこ通り 117番地 2017年12月15日まで

女性
40代

編み物、絵を描く、旅行、Ｖ６、ゲーム

家で編み物やゲームをするのが好きです。絵手紙を習い始めまし
た。趣味の合う方、合わない方でも、色々と見聞を広めてみたい
と思っています。ジャニーズのＶ６の森田剛君のファンです。その
他関ジャニ∞のコンサートにも行っています。

ちーさんさん
かすていら通り 16番地 2017年12月15日まで

女性
20代

ゲーム､カフェ巡り、文具･レターセット集め、切手
集め、お絵かき、映画鑑賞

こんにちは！お手紙大好き人間です！！ 最近は封筒を手作りして
ニヤニヤして過ごすのがマイブームです！！文具や紙、手作りが
大好きです！あとはゲームも毎日のようにやってます、楽しいー！
よかったら仲良くしてあげてください！

おかきさん
お江戸通り 304番地 2017年12月15日まで

女性
20代

映画・舞台・音楽鑑賞、読書、文房具、ゲーム、ジャ
ニーズ(NS、HSJ)等…

はじめまして。最近手紙を書くことがないなぁ…と、ちょくちょく買っ
ていたレターセットを見て思い、文通村にたどり着きました。趣味
は知識が浅いものばかりですが、楽しくお話しできたらなと思って
います。年齢性別、長文短文問わず、様々なお話ができたらいい
なと思っています。文章能力が未熟ですが、失礼のないように努
めます。よろしくお願いします。

マリンさん
彩の国通り 143番地 2017年12月15日まで

女性
40代

旅行、カフェめぐり、読書、カラオケ

40代女性です。既婚者です。同性のお友達を希望しま
す。カフェめぐりが大好きです。よろしくお願いします！

まのんさん
しゃちほこ通り 121番地 2017年12月15日まで

女性
20代

映画観賞、カラオケ、ピンバッジ集め

はじめまして、まのんと申します。 20代後半、バツイチです。
色々なことを話せるお友達ができたらいいなと思っています。 子ど
もの頃から海外に興味があり、ワーキングホリデー経験があります。
現在、英語とフランス語を勉強中です。 よろしくお願いします。

ちろすけさん
六甲通り 113番地 2017年12月15日まで

女性
20代

文字を書くこと＊文通＊書道＊可愛いレターセット
集め＊アニメ・漫画＊掃除＊コーヒー

小学生から文通を始め、毎日楽しく過ごしています☺︎ 20代半ばに
なり、もっと色んな方とお話をしたいと思っています( ˆᴗˆ )お互い
日常や好きな事など楽しくお話できたら嬉しいです！子育て中の
方も是非！！皆様お気軽にお手紙ください♬どうぞ宜しくお願いし
ます。
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あいっこさん
お江戸通り 305番地 2017年12月15日まで

女性
40代

水泳(スポーツクラブ通い)、音楽鑑賞、ペット(うさ
ぎ)、スポーツ観戦(TV専門)

介護系の仕事をしている主婦です。子供の頃から手紙を書くことが
好きです。口下手なので思いを字にすることが多いです。学生の
頃から狭い範囲の友人しかいないので年齢問わず色々な方と手紙
のやりとりを通し関わりたいと思っています。よろしくお願いしま
す。

りりまろさん
火の国通り 15番地 2018年3月15日まで

女性
20代

お菓子作り、音楽、テレビ(Eテレ)、切手、シール、
レターセット集め

小学生の頃にしていたお手紙交換、何気ないことをゆる〜く伝え合
うというのが楽しくて好きでした。動物も好きで、現在わんこを5
匹飼っています(^^)日常や趣味のことなど、色々な年代の方とまっ
たり文通してみたいです。よろしくお願いします。

あうさん
うつくしま通り 34番地 2017年12月15日まで

女性
20代

ぬい撮り、読書、映画鑑賞、アニメ鑑賞、漫画収
集、

初めて文通を始めます。文章を書くこと、お手紙を書くことが好き
なので文通を通して私の知らない世界を知ることができたらと思い
ました。趣味が合う、合わないに関係なく色々な方のお話を聞き
たいです。年齢や性別は問いません。レターでゆったりと文通でき
る方よろしくお願いします。

まほろばさん
六甲通り 114番地 2018年3月15日まで

男性
60代

犬の散歩

はじめまして。まほろばと申します。60代未婚男性で現在無職で
す。30代半ばで失恋しそれ以後約30年犬と生活しています。今ま
で手紙を書いた事が無くまして文通などというものがどう云うもの
かよく解っていませんが1度トライしてみよう入会しました。宜しく
お願いします。

うさぎマカロンさん
とちおとめ通り 43番地 2017年12月15日まで

女性
20代

読書(マンガ含む)、乙女ゲーム、イラスト描き、アニメ、犬、
ぬい撮り、サンホラ、人形

はじめまして、うさぎマカロンです。 昔文通をしていたのを思い
出してまた文通したいなと思って入会しました。本は漫画から小説
まで読みます。 おすすめがありましたら教えていただきたいです。
ゲームは、最近だとドラクエや乙女ゲーをやっています！男女問わ
ずいろいろなかたとのんびりお話がしたいです。よろしくお願いし
ます。

もみぢ*゜さん
相模ハマっ子通り 77番地 2018年3月15日まで

女性
40代

嵐・文房具・手帳・音楽・青系色集め・夫・ゲーム・
ドラマ・雑貨

文通初心者。嵐の大野くんがすごく大好きなパート主婦です。二
人子育て中ですが反抗期。夫依存症。文房具はペンや万年筆、シー
ル、マステなどが好き。手帳はジブンとほぼ日を使用。ゲーム
はDQX、ドラマは恋愛やコメディ、音楽はボカロ曲も聴きます。
嵐以外のジャニに疎いです。文字を書くのが大好きです。かなり
丸字。文章は下手で喋り口調になってます。よろしくお願いいたし
ます！

夢虫さん
彩の国通り 144番地 2017年12月15日まで

女性
50代

読書 自然散策 映画鑑賞 星空を見上げること

四季の移ろいを感じながら散策するのが好きです。生き物が好き
で、ひとつ屋根の下犬４匹とメダカ、スズムシと共同生活を楽し
んでいます。 ギター、弓道を嗜みましたが見事に中途半端で終わ
りました。 中学校時代していた、懐かしい文通を再びしてみたくて
入会しました。 ペンを通じての楽しい時間を共有させて頂けたら
嬉しいです。

カタルシス3388さん
かすていら通り 17番地 2017年12月15日まで

女性
50代

長距離ドライブ　旅行　食べ歩き　ネットショッピ
ング

初めまして。学生時代に文通をしていたことがあり、もう一度手紙
を書くことを楽しもうと登録致しました。年代問いません。日々の
生活のなかで感じたことなどお話しできたらいいなと思っておりま
す。特に食いしん坊なので、食べ物談義もいいですね。どうぞよ
ろしくお願い致します。

ひめここさん
どんたく通り 88番地 2017年12月15日まで

女性
30代

ネットショッピング、100均巡り、DRUMTAO、アニ
メ、可愛い物集め

はじめまして。2人の子供を育てるシングルマザーです。介護の仕
事してます。慌ただしく過ぎてく毎日の中で、息抜きに話し相手が
欲しいなぁと思い、昔やってた文通をまたやってみようかなと思い
ました。日々の出来事や相談だったり、色んな話をたくさんしたい
です。字と文章共に下手ですが、気長に文通して下さる方よろしく
お願いします。

かやさん
彩の国通り 145番地 2017年12月15日まで

女性
40代

演劇・映画・美術鑑賞、旅行、SMAP、劇団新感線、
発酵食品作り、写真

SNSに少し振り回され、疲れてきたこの頃です。SNSをしない友人
との手紙のやりとりに安らぎを覚え、中学生の頃文通していたこと
を思い出しました。ゆっくりと時間をかけて交流する心地よさを愉
しめれば・・・と思います。 最近は冷えとり、ピラティスなどを再開
し、身体を整えることに興味があります。
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ミントブルーさん
彩の国通り 146番地 2017年12月15日まで

女性
50代

猫　海外ドラマ（ミステリー）　乗馬　

ほぼ専業主婦。でも好奇心旺盛なので暇を持て余すような事はあ
りません。 今50代半ば。50代になってからの趣味は広く浅くにな
りました。 自分の話をするより聞く方が好きかも？手紙を通じて
色々な風を感じたいです。 女性限定。あなたさえ良ければ(笑)年
齢は問いません。 背伸びや無理はしない、等身大の文通を希望し
ます。

えびのさん
しゃちほこ通り 123番地 2018年3月15日まで

女性
40代

塗り絵 散歩 ラジオを聴くこと

子供も大きくなり 自分の時間が自由にあるものの これといった 楽
しみもなく なんとなく毎日が過ぎています。このままでは 人生もっ
たいない❗と思っていたところ ラジオで文通がブームと知り これな
ら 私も やってみたいと思い 文通村に出会いました。お手紙を書く
ことも読むことも大好きです。この出会いを 大切にしたいです。

あずささん
古都みやび通り 57番地 2018年3月15日まで

女性
20代

読書(日本の小説)、漫画(ジャンプ系中心)、ランニ
ング、バレーボール、ディズニー

最近文字を書く機会が減っているので、文通に挑戦して
みようと思い立ち、参加させていただきました。趣味は
読書で日本の小説を中心に年間100〜300冊ほど読みま
す。よろしくお願いいたします。

あいこさん
なにわ通り 165番地 2018年3月15日まで

女性
30代

カラオケ、カフェ&雑貨屋巡り、グルメ、ライブ観
覧、お笑い鑑賞、写真、ダイエット

仕事は経理事務をしています。 カラオケが大好きで一人でもよく
行きます！ 夫とグルメのイベントに参加したり、友達とカフェや雑
貨屋巡り、100均巡りも大好きです。ライブ観賞やよしもと新喜劇
を観に行ったりもします。 写真を撮るのも大好きです。 会社と自
宅の往復の毎日なので、いろんなかたと楽しく文通をしてみたいで
す。どうぞよろしくお願いします。

ろまんさん
どんたく通り 89番地 2017年12月15日まで

女性
30代

読書 編み物

二人の子どもを育てるシングルマザーです。文通をした
ことがないのですが、子育ての話、面白い本の話などが
できたらと思います。 村山由佳、池井戸潤、森絵都あ
たりをよく読みます。よろしくお願いします。

はっしーさん
相模ハマっ子通り 79番地 2018年3月15日まで

女性
40代

合唱、ミュージカル鑑賞、仏像めぐり

はじめまして。ひとり暮らし、そしてほぼひとり職場の私。時々無
性に誰かと他愛ないおしゃべりをしたくなります。知らない方と文
通するのは初めてですが、誰かとゆる～く繋がって、その方の日
常に思いを馳せ、平凡な毎日が少し色づいたら嬉しいです。よろ
しくお願い致します。

あらぶるおじさん
日向の国通り 12番地 2018年3月15日まで

男性
30代

ランニング、ネットサーフィン、ゲーム、資格取り、
筋トレ

はじめまして、よろしくお願いします。 土方の仕事をしています。
最近のゲームはやりませんが情報収集はしています。 国家資格に
特に興味持ってます。 趣味以外の話でも話題についていくことが
できれば手紙のやりとりしたいです。

うめこさん
なにわ通り 167番地 2017年12月15日まで

女性
30代

野球見る事。シール集め。旅行。

初めまして。うめこです。野球見たり、シールを集めた
り、旅行に行くのが好きです。スキな事や日頃あった事
色々とお話できたらと思います。よろしくお願いします。

にゃにゃたんの嫁さん
なにわ通り 168番地 2017年12月15日まで

女性
30代

音楽、食べ歩き、猫と遊ぶ、コスメ集め、麻雀…
などなど。

初めまして。 東北で生まれ、関東で育ち、今は天下の台所で生活
をしております。 環境の変化などからメンタルの病気を抱えてお
りますが、前向きに治療に取り組んでいます。 人見知りなのでな
かなか面と向かって人とお話しするのは苦手なのですが、お手紙
でしたらスッと心が開ける気がして登録致しました。是非仲良くし
てください。

ゴイサギさん
かすていら通り 18番地 2018年3月15日まで

女性
40代

読書、コーヒー、音楽鑑賞、手芸、裁縫、肌の手入れ、猫、
メダカ、鳥、自然観察、雨鑑賞

既婚・子１人の40代女性です。フルタイム勤務で持病もあって心
が折れそうな毎日ですが少しでも安らかな気分でいたいので文通
をしてみようと思いました。愚痴はこぼさず、お互いに穏やかな気
持ちになれるようなお手紙を書きたいです。好きなものは美しい
日本語で書かれた純文学、フランス文学、ブルース、ジャズ、ロッ
ク、雨の日のドライブ、インドア&ソロ活動等。
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こまさん
相模ハマっ子通り 80番地 2017年12月15日まで

女性
20代

読書、犬、お酒、お菓子、百貨店、公園、音楽鑑
賞、お笑い

柴犬を飼っています。それと美味しいお菓子と読書もすきです。お
酒は特にウイスキーが好きです。スコッチがだいすきです。それと
お笑いと深夜ラジオと東京のおいしいご飯やさん探しが好きです。
あまり活発な性格ではありませんが、字を書くのも、共感するの
も、人の話を聞いて嬉しくなるのも、字を読むのも大好きなので
始めてみました。素敵なご縁がありますように。

キイロイトリさん
ピーナッツ通り 147番地 2018年3月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、ディズニー、旅行、

はじめまして(^^)文通初心者です☆ どんな方と出会えるのかドキド
キわくわくです。素敵な出会いがあれば嬉しいです♪ 趣味は、お買
い物したり映画を観たりです。猫を飼っています(=^ェ^=) 宜しくお
願いします♪

きりももさん
ピーナッツ通り 148番地 2017年12月31日まで

女性
30代

旅行、神社仏閣城巡り、歴史(戦国)、水族館、創作活動、
ロックバンドのライブに行くこと

旅行先ではライブを見たり、神社や寺、城を見学したり、写真を
撮ってます。最近、歴史に目覚めました。水族館も好きです。家
にいる時は小説やシナリオを書いたり、TV(ドラマ、お笑い)を見て
います。楽しい事も大好き。自分の知らない世界を知りたく、趣味
の話や日常の話、それ以外にも文通で沢山お話したいです。よろ
しくお願いします。

りあさん
うつくしま通り 35番地 2017年12月15日まで

女性
20代

読書、漫画、アニメ、ゲーム、御朱印集め、料理、
便箋集め、勉強

初めまして。りあと申します。 アニメ漫画ゲームが好きなので、
これは面白い！という作品を教えてください！私もお教えします笑
趣味、年代に限らず、幅広い世代の方と文通出来たらと思っており
ます。日常のこと、自分のまだ知らない楽しみなど教えていただ
けたら嬉しいです！よろしくお願いします！

さつきさん
火の国通り 16番地 2017年12月15日まで

女性
20代

読書、料理、旅行、カメラ、犬の散歩、文具集め、
温泉、朝ドラ大河ドラマ鑑賞

はじめまして。 九州住みの20代です。SNSだらけの毎日に少し疲
れてしまい普段から集めている便箋を使って文通したいなぁと思い
登録してみました。 面白いことが大好きです。 年齢問わず色んな
地域の方とたわいもない文通ができたら嬉しいです(^ ^) どうぞよ
ろしくお願いします！

百々 恵さん
相模ハマっ子通り 82番地 2018年3月31日まで

女性
20代

写真、読書、映画、カフェ、昼寝、

ももけいと申します。 普段は社会人でせかせか働いてます。 休み
の日は服を見たり一眼レフで写真を撮ったりしています。 文字を
書くのが好きで手紙を書くのも好きで文通したいなあと思った時に
こちらを見つけました。よろしければお手紙お待ちしてます。

じょんさん
相模ハマっ子通り 84番地 2017年12月15日まで

女性
20代

温泉、寺社巡り、御朱印集め、漫画、お絵描き、
音楽、スポーツ、ジャニーズ

はじめまして！手紙が昔から好きだったので興味があって登録しま
した。学生時代から日本史が好きなので寺社巡りや史跡巡りをし
たりしています。アニメや漫画では刀剣乱舞やキングダムなどが
好きで、すごくたまに絵を描いて楽しんでます。音楽はバンド系
やV6をよく聞いてます。普段は医療系のお仕事をしていています。
性別関係なく、様々な世代の方と交流が出来たら嬉しいです。

ふたばさん
上州三山通り 40番地 2018年3月15日まで

女性
40代

手芸、アニメ、声優、読書

初めまして。ふたばと申します。 偶然ここの場所を見つけました。
何だか惹き付けられるものがあって、 入会しました。 一応メンタ
ルの病気を持っていますが、 全く気づかれません（笑） 人との出
会いが大好きで、人との触れ合いが大好きです。皆さんと楽しい
会話が出来ればいいなぁと思います。 どうぞよろしくお願いします。

塩村しゃけさん
古都みやび通り 58番地 2017年12月15日まで

女性
20代

読書(エッセイ、文学系SFなど)／漫画／映画／料
理／お酒／サブかル寄り

はじめまして。最近手紙を書いてないことに気がつき、文通を始め
ることにしました。 戦後文学が好きで色々読んでます。面白かっ
た本を紹介しあえたら素敵だなぁと思ってます。 お酒と食べること
が好きで色んなことに挑戦してます。先日は猟師さんに会いに行
き熊と鹿を食べました。

美智子さん
どんたく通り 90番地 2017年12月15日まで

女性
20代

読書、旅行、ドライブ、音楽鑑賞、詭弁空想

旅と歌と読書が好きです。至らぬことに思索を巡らすのも好きです。
このところ、一寸法師は小指程度と言うのに、自分の小指は6cm
という事実について考えておりました。様々な方とお手紙を通して
お話できましたら、また見聞を広めるためご趣味の話をお聞かせ
頂けましたら幸甚です。
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むいさん
しゃちほこ通り 125番地 2018年3月15日まで

女性
30代

読書、お菓子作り、パン屋巡り、アルパカ、漫画

はじめまして。10代の頃から手紙を書くことが好きです。
日常生活で思うこと、小さな幸せなど、色々お話できた
ら嬉しいです。よろしくお願いします。

茉莉花さん
しゃちほこ通り 126番地 2017年12月15日まで

女性
20代

文房具、万年筆、ディズニー、読書、漫画、ゲー
ム、アニメ、動物

はじめまして。手紙を書くことが大好きなのですが、送る相手がい
ないため文通できずにいるところに文通村のことを知りました。趣
味のことや日常のことなど、お話しできたらと思います。どうぞ、
よろしくお願いいたします！

まなみんさん
さぬき通り 19番地 2017年12月31日まで

女性
30代

紙もの、マステ、便せんなど可愛い文具を集める
のが大好きです♡♡

29歳/既婚者/子供が沢山居て育児で毎日がバタバタです(´×ω×`)
その間まで趣味の時間が大好きです( ¨̮ )︎︎❤︎︎字が汚いんです
けど、綺麗に書く努力してます…その辺も多めに見てくれる方
で(´._.`)性別年齢問わず色んな人と色んな話がしたいので、沢山
待ってます♡少しでも気になったら是非是非お手紙下さい❤︎*。

ちゅんさん
お江戸通り 306番地 2017年12月15日まで

女性
20代

料理、お酒、歌うこと、楽器、文房具、ゲーム

最近はすっかりデジタルに慣れた生活をしていますが、機会があっ
て手紙を書くことがあり、相手を想いながら丁寧に書くことがとて
も楽しく感じました。SNS等よりも幅広い年代の方がいらっしゃると
思いますが、どんな方でも私とやり取りしていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

ぽっくるさん
お江戸通り 307番地 2017年12月15日まで

女性
30代

近所の散歩、絵本を読むこと（他のも好きです）、
レターセット・シールを集めること

はじめまして。私は今、保育士をしています。保育の中で色んな
気付きや発見があって楽しいのですが、他にもいろんな事を知り
たいと思う様になりました。同じ職業の方との情報交換だったり、
趣味の話だったり、子育ての事、家庭の事等話せたらと思っており
ます。それ以外でもかまいません。女性の方としたいと思うのでど
うぞよろしくお願い致します。

ありんこさん
きびだんご通り 49番地 2017年12月31日まで

女性
20代

マステ 美容 コスメ集め ピアス集め 料理 カフェ 雑
貨屋

はじめまして。趣味や好きなものが似ている方とはもちろん趣味
が合わない方ともお手紙を通じて新しいことを知るきっかけになれ
ば嬉しいなと思っています(^-^) 趣味のお話だけではなく日常のお
話も出来たら嬉しいです。年齢地域問いません◎ よろしくお願いし
ます。

さわのさん
相模ハマっ子通り 85番地 2017年12月31日まで

女性
20代

旅行(卓上旅行含む)、読書

はじめまして。最近読んだ小説の影響で昔文通をしていたことを思
い出し、また文通をしたいなと思い、文通村の村民デビューを致し
ました。色々な場所へお出掛けするのを夢見ておりますので、ぜ
ひおすすめの場所やお住まいの地域の美味しいもの、好きなお店
など教えて頂ければなあと思います。他にも他愛ない日常のことと
かもお話させていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。

志希さん
しゃちほこ通り 127番地 2017年12月31日まで

女性
20代

B'z、映画鑑賞、お菓子作り、読書、国内旅行、
海外ドラマ

初めまして。年齢、性別に関わらず色々なお話をしたいなと思いま
す。毎日の楽しいことや面白いことなどをやり取り出来ると嬉しい
です。映画好きの方、お菓子作りの好きな方、旅行の好きな方、
ライブ参戦の好きな方、お互いの趣味を披露し合えればいいです
ね。

うたうたいのはしくれさん
彩の国通り 147番地 2017年12月31日まで

女性
30代

ギターの弾き語りですが、今は育児中で時間がと
れず、不完全燃焼中

もうすぐ4歳になる息子がいます。春から幼稚園に入り、
やっと少しだけ自分の時間が作れるようになりました。
知らない誰かと文通することで、新しい自分を探したい
です。

春沢さん
お江戸通り 308番地 2017年12月31日まで

女性
20代

映画鑑賞、散歩、カメラ、珈琲

最近一眼レフを購入し散歩に出かけることが多くなったので、出か
けた際に見つけたものや感じたことを共有できる相手が欲しいなと
思い登録しました。文通は初心者ですが、ゆるりと末長くやり取り
できればと思います。どうぞよろしくお願いします。
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くじらさん
加賀の国通り 22番地 2018年3月31日まで

女性
40代

読書、ものづくり、ドライブ、ヨガ、パン屋巡り

はじめまして。 どこかに出掛けた時に見つけた絵葉書などを送れ
る方が欲しいなぁと思っています。 変わったお手紙を出すのも好き
です。 お菓子のパッケージを利用したりとか。 本も好きで、よく
読みます。オススメの本の話とかしたいですね。 動物、自然も好
きです。 一人旅デビューしたいので、色んな地域のお話を知りた
いです。

ほたてさん
古都みやび通り 59番地 2017年12月31日まで

女性
20代

読書、料理、映画鑑賞、旅行

こんにちは。私は、大学生活四年目の大学生です。社会人になる
前に綺麗な文字を書けるようになりたいと思い、ボールペン字の
練習を始めたことがきっかけで、ひさしぶりに文通がしたいと思い
ました。皆さまからの心あたたまるお手紙をお待ちしております。

rucaさん
ピーナッツ通り 149番地 2017年12月31日まで

女性
20代

ディズニー、カフェ巡り、旅行(国内中心)、さんぽ、ジャズ、
ミュージカル、カメラ…etc

はじめまして、rucaと申します。 最近、文字を書くことにハマって
います。 そんなとき、ふと「文通してみたい！」と思いこちらに登
録してみました！ いろんな方と手紙を通じて交流できたら嬉しいで
す。 旅先で買った絵葉書を送りあったりするのも楽しそう…！ 文
通初心者ですが、ぜひよろしくお願いします！

うめさん
お江戸通り 310番地 2018年3月31日まで

男性
30代

音楽鑑賞、ウォーキング

はじめまして。メールやLINEでのやり取りもいいですが、人とな
りが解る文章、文字を無性に書きたくなり登録しました。因みに趣
味は音楽聴いたり、体を動かすのが好きです。年を重ねて、単調
になりがちな日常に新しいことを取り入れて自らが変化を生み出し
たいです。初めてで色々わからないことばかりですが宜しくお願い
しますm(__)m

はっちさん
しゃちほこ通り 128番地 2017年12月31日まで

女性
20代

読書、演劇鑑賞、散歩、寝ること

はじめまして。20代後半です。文通の経験はないですが、文房具
や手書きの文字が好きで文通を始めてみたいと思いました。これ
といった趣味もないので、交流を通して世界を広げられたらと思っ
ています。日常のこと等のんびりお話がしたいです。宜しくお願い
します。

はんなさん
ねぷた通り 19番地 2017年12月31日まで

女性
20代

ファンタジー(本、漫画、ゲーム等の世界)、音楽ライブ観戦、
旅行、ビーズ、刺繍、買い物

初めて文通します。仕事に追われた生活につまらなさを感じ、御
朱印巡りに挑戦したのを皮切りに、"やりたかった事にチャレンジし
たい"と思い、入村しました。皆さんの好きな事、楽しい事、ワク
ワクする事を教えてくださいませんか？楽しいお手紙待ってます。
よろしくお願いします。

りおさん
越中通り 14番地 2018年3月31日まで

女性
30代

ヨガ、アロマ、流行りもの

はじめまして。文通は子供の頃以来でわくわくしていま
す。楽しく、のんびりといろんな話題を話していけたら
なと思います。女性限定でお願いします。

ぴんくさん
常陸の国通り 50番地 2018年3月31日まで

女性
40代

コスメ、読書、書写、相撲観戦、御朱印

初めまして。私は手紙を書いたり読んだりすることが大好きで、
中学生～成人する頃まで文通をしていました。その後はメールが
主流となり手紙を書くことがほとんどなくなりました。ふとしたこと
から、文通村の存在を知り、また文通がしたくなりました。幅広い
年代の方と文通出来たらと考えています。どうぞよろしくお願いい
たします。

みとりさん
もみじ饅頭通り 45番地 2017年12月31日まで

女性
20代

映画鑑賞（邦画）、国内旅行、紙創作（切り絵、
貼り絵、折り紙）、渓谷巡り、お笑い

はじめまして。 年代性別趣味問わず、色々な方とお手紙を通じて、
楽しくお付き合いできたらと思います。 お祭りやイベント、音楽・
お笑いライブに行くことが好きですが、家の中で過ごすことも好き
です。インドア、アウトドア、どちらでもいけます。 文通初心者で
すが、よろしくお願い致します。

smile(すみれ)さん
どんたく通り 91番地 2017年12月31日まで

女性
40代

文具収集(レターセット・マスキングテープ・スタンプなど)、
ビーズアクセサリー、イラスト

幼い頃から転居が多く、ずっと文通を楽しんでおりましたが、最近
はSNSばかり・・でも私は手書きのあたたかい手紙が大好き！集め
に集めた可愛い文具をたっぷり使って、日頃の他愛ない話や困った
ことなど、気軽に何でもお話ししたいです！年齢の割に思春期な
文章ですが、宜しくお願い致します！
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友さん
どんたく通り 92番地 2018年3月31日まで

女性
30代

のんびり、映画館、食べ歩きなど

仕事仕事仕事で駆け抜けた20代を無事卒業して、この
度30歳になりました。これからは人生をたくさん楽しみ
たいと思っています。人生の楽しみ方をたくさん教えて
下さい。素敵な出会いに期待しています。

Kokoroさん
ピーナッツ通り 109番地 2017年12月31日まで

女性
30代

読書、音楽鑑賞、万年筆、ほぼ日手帳、ウォーキ
ング、文房具、マスキングテープ、同人

音楽鑑賞や読書が好きな主婦です。趣味は読書、音楽鑑賞（英国
ロック中心）漫画、文房具。万年筆を練習中。同人経験も少し有
りオタクな話などもOK。音楽が特に好きです。近年悲しい事（敬
愛する音楽家の急逝）で落ち込んだ時期がありましたが、前を向
いて楽しく生きていきたいです。お話が合いそうな方、末永く文通
して下さる方どうぞよろしくお願いします。

あこさん
いよかん通り 21番地 2017年12月31日まで

女性
20代

読書、映画、カフェ、文房具、おでかけ 、ゲーム

こんにちは。28歳女です。趣味は広く浅く、いろんなこ
とに興味があります。田舎でのんびり過ごしています。
仕事もしています。年齢、趣味問わず、いろいろな方と
交流できたらと思います。よろしくお願いします。

すみれさん
六甲通り 116番地 2017年12月31日まで

女性
30代

旅行、漫画、美容、食べること、お菓子作り、公
園めぐり、カフェ、雑貨、ファッション

はじめまして(^-^)何気ない事をいろんな年代の方とお話出来たら
と思っています。 子育て中ですが、少しだけ時間がとれる様になっ
たので文通をしてみたいと思い入村しました。宜しくお願いします。
趣味の合う方そうでない方でもいろいろな世界を知ってみたいと思っ
ています。楽しく時には悩みも相談できる様になっていけたら嬉し
いです。

ふみふみさん
ねぷた通り 20番地 2017年12月31日まで

女性
50代

雑貨屋さん(猫グッズ)巡り、読書、 カフェ巡り

猫が大好きです。２年前、18年間一緒だった飼い猫の
「みぃ」を亡くして、かなりへこみました…が、今はご近
所さんの飼い猫ちゃんに癒されっぱなしです！

ちこたんさん
きびだんご通り 19番地 2018年3月31日まで

女性
30代

読書、散歩

はじめまして！30代、いまだ独身のちこたんと申します。趣味は
もっぱら読書で主にファンタジーが好きです。文通では日常の何気
ない事やお互いの趣味の事はもちろん、愚痴や不安、嬉しい事や
楽しかった事を気楽にありのままに話せたらと思っています。たく
さんのお手紙、お待ちしてます！！

みけさん
相模ハマっ子通り 87番地 2017年12月31日まで

女性
20代

文房具屋巡り、執筆、読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、
喫茶店でのんびりすること

私は文章を書くことが好きなのですが、なかなか誰かに宛てて書く
機会がないので、文通をしてみたいと思いました。趣味は文房具
屋巡りで、万年筆やガラスペンを眺めては、その美しさに心奪わ
れています。男女問わずいろんな方と手紙を通して趣味の話など
たくさんのお話ができたら嬉しく思います。よろしくお願いします。

あさちゃそさん
しゃちほこ通り 129番地 2018年3月31日まで

女性
20代

スイーツ巡り、雑貨屋さん、部屋の片付け、アイ
ドル

久しぶりに文通をしたくなり、登録しました。世代を問わず、いろ
んな方との出会いを楽しみにしています。 趣味のこと、日常のさ
さいなことなどお話できたらうれしいです。 私は、スイーツ巡りが
好きで季節のお菓子や新製品などついつい買ってしまいます。 ま
た、北欧インテリアに憧れて、絶賛お部屋の模様替え中です！ お
うちでわんこを飼っているのでそんなお話も好きです♪

まりもさん
土佐の国通り 8番地 2017年12月31日まで

女性
50代

編み物

気がつけば50代…。子育て、仕事、趣味とまだまだやりたい事だ
らけでバタバタな毎日を送っています。毎日を楽しく笑って過ごし
て行きたいです。久しぶりに切手を買い 小学生の頃文通をしてい
た事を思い出し懐かしくなりました。 よろしくお願いします。

千都さん
ちゅら海通り 3番地 2017年12月31日まで

女性
30代

特撮ヒーロー、筋トレ、文章を書くこと、カフェ、読書、音
楽、海外ドラマ(SHERLOCK)

全国の特撮ヒーローファン、特に全国のウルトラマンファンの方と
文通が出来たらと思い、入村しました。仮面ライダーとスーパー戦
隊も好きで見ていますが、特にウルトラマンシリーズが大好きで
す(笑)こちらの文通村を通して、一番大好きな話を大好きな手紙と
いう形で語り合えたら。他の趣味が同じですよという方やそうでな
い方とも、楽しく文通を通してお話出来、趣味や日常での喜怒哀
楽を分かち合えれば良いなと思っています。郵便屋さんが来るの
が楽しみになるような、そんな文通友達さんが見つかれば良いな。
年齢性別不問で、どなたでも。お手紙待っています。
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ほーほーさん
お江戸通り 312番地 2018年3月31日まで

女性
20代

ミュージカル、読書、ネットショッピング、漫画、
アニメ、ゲーム

はじめまして、ほーほーと言います。ここ最近はデジタルな文字に
ばかり触れてきたので、人の文字の温かみに触れたくなって文通
を始めました。知らない事に触れるのが大好きなので、性別、年
代や趣味の内容などは特に問いません。むしろ貴方の好きなこと、
好きなものをどしどし聞かせてください。お時間があるときに、ゆっ
たり私とお手紙でお話ししませんか。どうぞよろしくお願いします。

まごまごまさん
ピーナッツ通り 152番地 2018年3月31日まで

女性
70代

手芸、絵画、PC、

古希を迎えたものの、自覚のない気の若いおばあさん。夫と二人、
互いに気ままに趣味に明け暮れています。手作りが好きで、一旦
凝りだすと寝食も忘れるほど。。　最近嵌っている万年筆と色々イ
ンクで手紙が書きたいと、文通村を見つけました。文通は初心者
ですが、お相手お願いします。

おおみやさん
彩の国通り 148番地 2017年12月31日まで

女性
20代

落語、将棋、美術館巡り、ランニング、海に行くこ
と

医療系の学校に通っている学生です。 美味しい食べ物とかわいい
物が大好きです。 何に対しても興味を持つ性格なので、同じ趣味
をお持ちでない方ともやりとりができたらいいなと思います。 ご自
身の趣味や興味のあることを是非教えてください。 色々な方と文
通したいと思っています。宜しくお願い致します。

ねこかんさん
ねぷた通り 21番地 2017年12月31日まで

女性
20代

音楽鑑賞、アニメ・映画鑑賞、ゲーム、ネット、文
具店・雑貨店巡りなど

はじめまして。手書きの手紙の温かさに触れ、また文通してみた
いと思い、登録しました。ゲームはするのも、実況動画を見るの
も好きです。他には猫が好きです。日々の出来事や感じたこと、
お互いの趣味の話など、いろいろな話ができたらいいなと思いま
す。拙い文章となってしまうかもしれませんが、よろしくお願いし
ます。

さえらさん
かすていら通り 19番地 2018年3月31日まで

女性
50代

スポーツクラブ（エアロビクス他）、文房具、雑貨、手作り、
片付け収納インテリア、お取り寄せ

興味があることにはついつい足を突っ込んでしまうので広く浅い趣
味がたくさんあります。そんな中でもスポーツクラブだけは２０年
近く飽きることなくハマってます。100円雑貨や手作り雑貨、アロ
マやクラフトパンチやスタンプやマステ、いまは万年筆に興味もっ
てます。文通していた頃が懐かしくなり、こちらへ辿りつきました。
よろしくお願いいたします。

京極梨衣辺さん
相模ハマっ子通り 89番地 2017年12月31日まで

女性
10代

イラストを描く、Jリーグ(水戸ホーリーホック)、ロ
マンティックな妄想、土地擬人化

京極梨衣辺と申します。男女のアナログイラスト、Jリーグが好き
です。今、通信制の芸術大学に在籍しています。精神疾患があり、
精神科に通い、過ごしています。想像力が豊かゆえに、不安など
を感じやすいタイプです。それを理解して下さる方、仲良くしてく
ださい。趣味が合う方はもちろん、私の事を理解して下さる方、
ぜひ文通したいです！

まこさん
彩の国通り 149番地 2017年12月31日まで

女性
20代

読書、ゲーム、アクセ集め、美容、万年筆、ミリ
タリー、ショッピング、ハーブティー等

26歳女性で専業主婦かつフリーライターです。万年筆愛好者で手
持ちのインクがなかなか使い切れなかったところで文通という手段
を知り、興味を持ちました。文通歴1年未満でまだ初心者ですが、
色々な人にお手紙を書きたいと思っています。最近特にハマってい
ることはアクセ集めと刀剣乱舞、手帳をデコることです笑　

ラピスさん
信玄通り 2番地 2018年3月31日まで

女性
40代

音楽鑑賞、2時間ドラマ、推理物、TDR、TOKIO、文房具屋、
雑貨屋、本屋巡り、温泉

はじめまして。私は、かなり前に入会していたのですが、少し時
間ができたので再入会しました。今は、発酵、菌活、アロマ等に
興味があるので、そんな話もできたらなと思います。後、日常の
些細な話や、結構色々な事に興味があるので地域年齢問わずお手
紙貰えたら嬉しいです。ゆっくりペースですが、女性限定でお願い
します。

こたろうさん
どさんこ通り 72番地 2018年3月31日まで

女性
20代

ゲーム、マンガ、古本屋巡り、カラオケ、お菓子
作り、文房具集め、動物とふれあう

初めまして。小さい頃を思い出し、文通をしてみたくなって入村し
ました！休日は家でゲームをしたり、お買い物に行ったり、お菓子
作りしています。動物も大好きで実家で飼ってる猫とよく遊んでい
ます。同じ趣味をお持ちの方、そうでない方からのお手紙もどん
どんお待ちしています！よろしくお願いします。

みあこさん
古都みやび通り 60番地 2018年3月31日まで

女性
40代

ポストカード収集、空の写真、読書、音楽、文房
具、手帳

子どもの頃は手紙のやりとりをよくしていましたが、いつの間にか
メールやSNSのやりとりが多くなってしまいました。上手くはありま
せんが字を書くことは好きなので、いろいろなお話ができたらいい
なと思っています。よろしくお願いします。
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あらくさん
相模ハマっ子通り 91番地 2018年3月31日まで

女性
50代

2時間サスペンス、刑事もの、渡鬼好き

こんにちは。中三の息子がおります。文通は奥が深いで
すね。もちろん楽しい話しができれば一番良いのですが、
日々のストレス解消、ぐちを言い合いませんか。絵・字、
苦手です。よろしくお願いします。

つぐみさん
しゃちほこ通り 130番地 2017年12月31日まで

女性
40代

字を書くこと、美術館巡り、独り旅行、動物園巡り

初めまして。字を書く事が好きです。フッと〝今日は空がとても青
いです〟と何気ない日常を友達宛に手紙を書いたりすることが好き
です。小学生の頃～高校に入る迄、他県の数人の子と文通してい
た頃を最近思い出しました…あの頃のように又、POSTを開ける事
が楽しみになれば…。宜しくお願いします(^^)/

conamiさん
ハマっ子通り 12番地 2018年4月15日まで

男性
30代

旅行、写真、カメラ、神社めぐり、中国語、映画
等

初めまして。文通村歴6年目のconamiと申します。台湾
旅行がきっかけで中国語にハマっています。台湾、中国
語の他にも、上の趣味欄のワードに1つでも共感いただ
けましたら、お手紙お待ちしています！

ナミさん
信濃通り 5番地 2018年4月30日まで

女性
40代

ヨガ、着物、登山、スノーボード、消しゴムはんこ、
カフェめぐり、猫好き

趣味の話、日常の話、ペットの話、おいしい話…いろんなお話が
できたら嬉しいです。最近はマステや消しゴムはんこをワンポイン
トにした便せんを使うのがブームです、猫、息子、夫と暮らし、
時々自営業をしています。よろしくお願いします。

くらげさん
いよかん通り 5番地 2018年4月30日まで

女性
50代

絵日記（最近始めました）

この夏、絵日記を描き始めました。毎日描くので自分がいかに変
わりばえのしない日常を送っているかがよくわかります。北朝鮮の
ミサイルのJアラートを見てからはその有難さ（平凡な一日）に感
謝するようになりました。

コロさん
しゃちほこ通り 12番地 2018年4月30日まで

女性
40代

ピアノ、雑貨、野菜作り、庭、旅行、カフェ、フラ
ンスに関すること

初めまして。皆さんと文通を通して毎日見たこと、感じた事を綴っ
ていきたいと思います。慌ただしい日々の中で手紙を書き、日常
に少しでも心に潤いと余裕を持てたらなと思っています。年齢・性
別、問いません。末永くお付き合いしていただける方、お手紙お
待ちしています。

かおりさん
どさんこ通り 18番地 2018年10月15日まで

女性
40代

楽器演奏、野球観戦、手芸、写真

ステキな文友さん達と楽しく文通を続けさせて頂いています。春は
草花の写真、夏は枝豆とノンアルビールで野球、秋はせっせと演奏
の腕を磨き、冬はかぎ針編みでほっこりと、1年中お手紙で色々な
話が出来る事、これからも楽しみです！

カサブランカさん
出雲通り 4番地 2018年1月31日まで

男性
60代

ドライブ、旅行、古美術鑑賞、書道、音楽鑑賞
（CD・DVD）その他多趣味

こんにちは♪四季の如く自然体で出逢えた貴女と楽しい時間を重ね
て行けたら至福です。金融、教育、保育関係のお仕事されている
女性の方、シングルで代表役員の僕に熱い(^^)♡メッセージ心より
お待ちしてます。まだまだ40代に負けない絶倫な人生です。面白
い方と思うかも…？

菜の花さん
常陸の国通り 6番地 2018年4月30日まで

女性
30代

コーヒー、エレクトーン、お花と観葉植物、文通、
紙もの集め、消しゴムはんこ

お手紙を書くこと、文房具やマスキングテープを集めることが大好
きです。13才と3才の子供がいます。大好きなコーヒータイムを楽
しみに、日々、家事、育児、仕事を頑張っています。モルモットが
大好きで、現在1匹飼っています。植物も大好きで、庭でハーブ、
お花、野菜、ブルーベリーを育てて楽しんでいます。お手紙お待
ちしております。

りこさん
お江戸通り 65番地 2018年10月31日まで

女性
50代

ミュージカル、読書、映画、英語

手紙のやりとりを通して、温か味のあるコミュニケーショ
ンを心から楽しんでいます。また1年よろしくお願いいた
します。
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ゆみさん
お江戸通り 73番地 2018年10月31日まで

女性
40代

洋画、海外ドラマ、ディズニー、サンリオ、読書、
文房具

40代主婦です。多趣味です。最近は、万年筆やボトル
インクにもハマっています。趣味や日常的会話などいろ
んなお話が出来たらいいなぁと思っています。

ミントさん
信濃通り 13番地 2018年4月15日まで

女性
50代

読書、観劇、アロマテラピー、美術館めぐり、音
楽、温泉

心温まる交流を楽しくさせていただいています。最近、長年の無
理が体の不調として出てきて、医者通い、リハビリ通いが始まりま
した。つらい日もありますが、気分転換をしながら何とかやってい
ます。文通も楽しみのひとつになっています。これからもよろしく
お願いします。

うしゃさん
六甲通り 34番地 2018年4月15日まで

女性
40代

手紙を書くこと、音楽鑑賞、映画鑑賞、読書など

昔から手紙を書くことが大好きで、以前はたくさんの方々と文通を
していました。でも、時の流れと共に環境が変化したり、メールの
普及などで、手紙を書く機会がかなり減ってしまい、また改めて手
紙をたくさん書きたいな、手紙の温かさに触れたいなと思いました。
いろんなお話ができる方とお手紙のやりとりができればいいなと思っ
ています。既婚者ですが、子供はおりません。自宅でペットは飼っ
ていませんが、幼少期からたくさんのペットに囲まれて育ち、動物
が本当に大好きです。よろしくお願いします。

美咲さん
どさんこ通り 32番地 2017年12月15日まで

女性
30代

ＵＶレジン、手帳、読書、ゲーム、音楽、映画、
旅行、散歩、手芸

あっという間に更新の時期を迎えました。文通村のみなさんこんに
ちは。これから文通村での生活を始められる方々、はじめまして。
最近、仕事で多忙になり、ゆっくりペースではありますが、文友さ
んとの交流が日々の楽しみです。次の更新まで引き続きよろしくお
願いします。

アキさん
ピーナッツ通り 56番地 2017年12月15日まで

女性
30代

ディズニーリゾートめぐり、音楽鑑賞、カラオケ

大好きなミッキーやダッフィーたちに逢える事でハッピーを補充し
て日々、仕事に趣味に全力で生きてます！音楽やディズニーを含
め様々なお話を皆様と文通村でさせて頂きたいです。どうぞこれ
からも宜しくお願い致します。

ゆうこさん
杜の都通り 28番地 2018年9月30日まで

女性
40代

読書（宮部みゆき等）、音楽鑑賞、温泉

自営業で店長をしております。仕事は大好きです。忙し
い時期もあるし、ムラがある仕事なのでリフレッシュや
自分の時間を大切にしています。両親、夫、子ども3人
の7人家族です。宜しくお願いします。

ぴこぷりさん
ピーナッツ通り 76番地 2018年9月30日まで

女性
40代

野球観戦、パズドラ、とび森、切手、レタセ、マ
ステ、すみっこ、ほっぺちゃん

温かいお手紙を通して日々の生活にささやかな幸せをいただいて
います。ありがとうございます。野球は、千葉ロッテマリーンズと、
息子の高校野球を応援しています。秋季キャンプやオフのイベント
も楽しみです。いろんな地域の方、よろしくお願いします。

サバ白さん
越後通り 17番地 2018年3月31日まで

女性
40代

文通、愛猫と昼寝、日帰り温泉

ちこさん
彩の国通り 81番地 2018年4月15日まで

女性
40代

パン・お菓子作り、占い、御朱印、神社めぐり

高校生と中学生の子どもがいます。年齢的に新しい友達を作るキッ
カケもなく寂しいと思っていました。お手紙の交換でいろいろな話
しができるのを楽しみにしています。どんな話でもＯＫ。年齢、
男女問いません。よろしくお願いします。

ほこさん
きびだんご通り 12番地 2018年3月31日まで

女性
40代

料理すること、食べることで笑顔を見ること、ゴル
フ、音楽鑑賞
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オレンジandあんさん
平城京通り 11番地 2018年4月15日まで

女性
50代

プロ野球観戦、プロ野球マスコット集め、ワンコグッズ集め
（スヌーピー）、コップのふちこさん集め、映画（動物もの、
アクション、ディズニー）、サスペンスドラマ（刑事ものな
ど）、推理小説（赤川次郎、西村京太郎）、京極夏彦、湊
かなえなど、ガーデニング、カフェオレ、犬とふれあうこと

こんにちは。私は文通が好きなごく普通のパートのおばさんです。
ワンコも大好きで、13才と2才の愛犬と夫との2人と2匹で毎日の～
んびり過ごしています。最近子供二人がそれぞれ自立していっぺ
んに淋しくなってしまいましたが、休みの日には2人と2匹でドライ
ブしたりしてくつろいでいます。ワンコを飼われている方、又いろ
んな県の方といろいろお話したいです。お友達になって下さる方、
よろしくお願いします。

じゅんちょこさん
茶畑通り 39番地 2018年10月15日まで

女性
50代

ライブに行く事、テニス、着物、韓流ドラマ、1人
カラオケ、折り紙

早いもので、二度目の更新です。いつも温かいお手紙有難うござ
います。お手紙書くのが大好きです。他に好きな事は、今年初め
の月9に出演していた〝ナナリュー〟こと山村隆太くんがメンバー
のflumpoolというバンドのライブに行く事です。東京、横浜、大
阪などライブついでにかわいいお店の散策をしながら、1人旅を楽
しんでいます。お互いの趣味のお話しや、日常のお話しができた
ら嬉しいです。お手紙、お待ちしています。よろしくお願いします。

まりぷうさん
さぬき通り 12番地 2018年4月15日まで

女性
60代

手紙、音楽、ダンス、パズル、その他いろいろ

文通村の村民になって早や一年半。お友だちも沢山でき
ました。「手紙」のない人生なんて考えられない私には
ここはまさに楽園です。皆さん、これからもどうぞよろ
しくね。

かなぷ☆さん
なにわ通り 75番地 2018年10月15日まで

女性
30代

文通、レース編み、読書

初めまして。30代の主婦です。年上の夫と、子供2人います。(小1
と0歳) レタセやマステ、シールや万年筆とそのインクなど、文房
具が大好きです。 文通は、日常の会話が多いかもしれません。芸
能関係やテレビは疎いです。 お手紙のペースは早かったり遅かっ
たりします。よろしくお願いします(^^)

ふーみんさん
茶畑通り 42番地 2018年4月30日まで

女性
70代

海外ドラマ、オールディーズ、古布のリメイク、ス
ピリチュアの本

入村して一年以上、全国の方々から、色々な話が文面
から伝わって来て、本当に感謝です。これ からも、もっ
と多くの人と交流がしたいです。現在70才、パートで働
いている元気なおばあちゃん。

スマイリーさん
なにわ通り 76番地 2018年4月30日まで

女性
50代

読書、ジョギング、旅行、映画、コンサート、ＴＶドラマ
（韓国、日本）、宝塚、香港、動物（猫、犬、ゴリラ）

文通村に出会って1年、今では文通も大切な趣味のひと
つになりました。これからもマイペースで楽しくやってい
けたらと思っていますので、皆様どうぞよろしくお願いし
ます。

きんかんさん
桜島通り 8番地 2018年11月15日まで

男性
60代

みかん作り、折り紙、パズル・脳トレ、英会話、家
電修理、天文・宇宙の解明話

若く元気でいるために、新しい出会いと新鮮な気持ちで、学び続
けることかと思います。いろんな体験をお持ちの方や、暮らし中で
ふと感じた疑問を誰かと話してみたい方、 お便りください。時間
が割に自由になる、年齢になったので、しっかり返信させていただ
きます。どうぞよろしく。

もず（旧：mozu）さん
とちおとめ通り 27番地 2018年4月30日まで

女性
40代

ジョギング、ヨガ、パン屋さんめぐり、読書

いつも楽しく文通させてもらっています。ありがとうござ
います。手紙を書く事は日々の楽しみのひとつです。ど
んなジャンルでもＯＫ。たくさんお話しましょう。よろし
くお願いします。

かなさん
ねぷた通り 13番地 2018年4月30日まで

女性
40代

読書、ほぼ日手帳を開くこと、クックパットのレシ
ピ検索、愛犬をなでなで

こんにちは。平日はフルタイム勤務で忙しくしていますが、臆病な
性格なので休日は家族とのんびり過ごしています。少しずつ自分
の時間を作ろうと思い夢中になれることを探しているところです。
（語学学習?創作?旅行?）みなさんの日常の何気ないことや楽しん
でいることをお話していただけたらなぁと思います。どうぞよろしく
お願いします。

あんでさん
お江戸通り 187番地 2018年3月15日まで

女性
20代

あたらしいことをしること

こんにちは。しばらくの間、おやすみしておりましたが、また少し
ずつ返信しながら新しいお話を聞いていければと思います。どんな
方のお話でもよいですが、いま1番知りたいことは子どものことで
す。今ちょうど育児をされている方やお孫さんができた方も、嬉し
いことや悩んでいることを心にしまわず独り言のようにお話して貰
えたら嬉しいです。お待ちしております
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マリーさん
きびだんご通り 20番地 2017年12月31日まで

女性
40代

手芸、ピアノ、通信講座、野球観戦

30代前半～、一人で子育てをしてきましたが、二人の娘も遠方へ
進学…今後は自分の時間を大切にしながら心豊かに過ごしていく
つもりです。そんな私の〝心の恋人〟になって、一日の終わりに
ふと笑顔になれる様なお話をしていただけたらな…と思います。

牡丹一華さん
相模ハマっ子通り 5番地 2018年4月15日まで

女性
20代

手芸、読書、語学、切り絵、大人のぬり絵、神社
仏閣めぐり、御朱印、写真

いつも温かなお手紙ありがとうございます。皆様のおかげで初の
更新日をむかえました。文通を始め、今までの色彩淡い世界にぱっ
と色がついた様な感覚を今でも覚えています。数枚の紙を通しお
互いの見ている世界を少しでも伝えあえたらと思っています。些細
なことでも構いません。闘病中の為お返事が遅くなる事もあります
が必ず返信させていただきます。どなたでも、よろしくお願い致し
ます。

たえみさん
お江戸通り 194番地 2018年1月31日まで

女性
40代

プロ野球、手紙

毎日笑顔で過ごしたいけれど心が折れる時だってあります。そん
な時は猫とたわむれ好きな手紙を書いて元気を出しています。大
好きなプロ野球も終ってしまいこれから手紙を書く時間が増えそう
です。ぜひお友達になっていろいろお話ししましょう。

つぐひろさん
彩の国通り 110番地 2018年4月15日まで

男性
30代

読書、書道、ゲーム、マンガ・アニメ、水泳

本・マンガをおすすめしあえたり、好きな物事、日々思ったことな
どをゆるゆるとやり取りしたいなと思っています。本は絵本から歴
史ものなど幅広く読みますが、去年はほとんど読めなかったので、
オススメを教えて欲しいです。字を書くこと、物語を読むのが好き
なインドア派なので、話せる内容は偏っているかもしれませんが、
気が合う人と出会えると嬉しいです。よろしくお願いします。

ゆみなさん
お江戸通り 221番地 2018年4月15日まで

女性
40代

映画、ドラマ、読書、かぎ針編み、文具、コスメ、
美容、ヨガ

夫と2人暮らしの主婦です。子供はいません。月2回のお手紙が届
くのを楽しみにしています。文友さん、いつもありがとうございま
す。これからもよろしくお願いします。新しい方ともいろいろなお
話をしてみたいです。どうぞよろしくお願いします。

のりさん
上州三山通り 24番地 2018年1月15日まで

女性
30代

手紙を書く、レターセット集め、国内旅行、掃除

はじめまして。お手紙を書くのが好きで友達と送り合っ
た時期があり、なつかしく入会させて頂きました。旅行
も好きなので、色々な地域の方と交流できたらいいなと
思っています。よろしくお願い致します。

あずきさん
ピーナッツ通り 112番地 2018年4月15日まで

女性
60代

旅、読書、手仕事（刺しゅう、洋服リメイク）レト
ロなもの、クラフトビールを飲む

優しいお手紙・元気なお手紙・時にはちょっと沈んだお手紙いつも
いつもありがとうございます。迷える小羊（？）いえ老羊ですが
火野正平さんの〝こころ旅〟のように〝下り坂最高！〟を目指し
たいです。「旅と読書と甘いもの」の3本立てで生きています。面
白い旅の話、本の話、おいしい和菓子の話をぜひ…お待ちしてお
ります。お返事は必ず致します。

ももこさん
なにわ通り 131番地 2018年3月15日まで

女性
20代

旅行

こんにちは！楽しいこと大好き、アウトドア派の20代女
性です。年齢・性別に問わず日常のお話など楽しく出来
たらと考えています。よろしくお願いします。

パセリさん
ピーナッツ通り 117番地 2017年12月15日まで

女性
40代

読書 観劇 料理 同人誌

違う世代の人たちと手紙を通して交流したくて入会いた
しました よろしくお願いします

ミドリさん
茶畑通り 59番地 2019年1月15日まで

女性
50代

編み物、ちぎり絵、花の手入れ、折り紙

三年前に脳梗塞を患いました。同じ病気で悩みを抱えて
いる方と悩みを相談したり、猫の話題や明るい話で文通
できたらうれしいです。後遺症で字がうまく書けません
が、よろしくお願いします。
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かおりさん
どさんこ通り 99番地 2018年10月15日まで

女性
30代

映画、温泉、散歩

現在、発達障害の2歳の男の子を育ててます。息子の笑顔に癒さ
れたり、元気さに振り回されてクタクタになる日々です。最近つく
づく、育児って大変だなあと思う反面、育児の楽しみも分かってき
たような気がします。日々の愚痴でも構いませんので、好きな事
を書いて楽しく文通できたらと思っております。宜しくお願い致し
ます。

4月の羊さん
彩の国通り 121番地 2018年4月30日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、一人旅

誰かと気軽に手紙のやり取りがしたくて登録しました。
素敵なレターセットや切手を見ると誰かに出したくてたま
らなくなります。旅が好きなので、皆様の住んでる町に
も思いを馳せてみたいです。

kouranさん
さくらんぼ通り 10番地 2018年4月30日まで

女性
30代

読書、文房具集め、御朱印、美味しいもの、お酒、
温泉

初めまして 夫と3歳半の男の子の子育て中の主婦です。ふと目にし
た文通の響きを懐かしく思い登録してみました。めっきり手紙を出
す事のなくなった今、LINEやメールではない文章を書くことを楽し
みたいです。日々のこと、趣味の話などを楽しくお話ししたいと思っ
ています。年齢は問いませんが女性の方限定で丁寧なお手紙の交
換が出来る方、よろしくお願いします。

ウィローさん
古都みやび通り 53番地 2018年1月31日まで

女性
10代

読書、アニメ、漫画、ドラマ、映画鑑賞、特撮な
ど

はじめまして。大学生のウィローと申します。ゲームや舞台を観る
のも好きです。老若男女、様々な人と文通して日常のことなど語
り合えたらいいなと思っております。もちろん趣味のことも語りた
いです。よければお手紙よろしくお願いします。

さなさん
信濃通り 44番地 2018年1月31日まで

女性
40代

読書、かぎ針編み、文房具集め、雑貨屋さん巡り

子供の頃から学生時代まで文通をしていて楽しかった思い出があり
ます。 時間に余裕ができたので お手紙を書きたいと思うようにな
りました。 結婚していないので わりと自由な時間がありますが、
仕事以外はゆっくり家で過ごすことが多いです。 性格は、のんび
りおっとりしていて"天然"とも言われます...。 男性も女性も どちら
の方でも嬉しいです。

りんぜさん
お江戸通り 259番地 2018年4月30日まで

女性
30代

ゲーム、読書、イラスト、カラオケ、健康・メンタル・心理
学研究、猫、ネット、カフェでまったりなど

手書き文字が大好きな「りんぜ」と申します。かなりのゲーマーで、
家置型からアプリまで色々好きです。読書は雑誌、文庫、エッセ
イなど幅広く読んでいます。ホラーやスポーツ系には疎いです…。
短文でも長文でもＯＫです♪年齢は問いませんが、女性限定でお
願い致します。お互いの心地良いペースで、日常の事や、趣味の
お話など、心の交流が出来れば良いなと思っています。

うき（旧：雨期）さん
どさんこ通り 105番地 2018年3月15日まで

女性
20代

漫画、ゲーム、イラスト、読書、着物

漫画とゲーム、読書、文字とイラストをかくことが好きです。最近
は外での軽いアクティビティや着物（初心者です）も。イラストは
下手なりに楽しんで描いています。年齢問わずどなたでも、趣味
が合う方と文通できたらうれしいです。

まどろみさん
相模ハマっ子通り 61番地 2018年3月15日まで

女性
30代

シールや折り紙、リボンなどの素材あつめ（趣味というより
癖です）、ゲーム（ゼルダ、どうぶつの森）、KIMONO姫、
食べること

性に合わない仕事をしているせいか悩みがちで人付き合いにも疲
れてしまい、今はひとりでゆっくりする時間を大切にしています。
今年になりずっと憧れだったひとり暮らしを始め、ごはんに何をつ
くろうか考えたりとちょっとしたことが楽しいです。自分をさらけだ
すことに臆病ですが、昔から文字では素直になれました。悩みや
ささやかな楽しみを共有できたら嬉しいです。

莉緒さん
ピーナッツ通り 138番地 2017年12月31日まで

女性
20代

読書、寺社仏閣巡り、映画鑑賞、旅行、ハロプロ

はじめまして。R・ブラッドベリと太宰治が好きな社会人です。本
も映画もひと昔前の作品に惹かれてしまいます。旅先での星空観
察も大好き。 ご趣味が合う方とのんびりお話できれば嬉しいです。
宜しくお願いします。

すずさん
きりたんぽ通り 15番地 2017年12月31日まで

女性
40代

文房具、ドラマ、100均巡り

仕事と家事の合い間にいろいろなお話しが出来たらいい
なぁと思っています。お店でレターセットを見るのが楽し
みです。様々な年齢、地域の方とお話しできたらうれし
いです。よろしくお願いいたします。



第191号 2017年9月30日

ことりさん
お江戸通り 278番地 2018年3月31日まで

女性
20代

生き物やもの作りなどのドキュメンタリーをみるこ
と、ラジオ、クレイアニメ

社会人2年目の23歳女性です。人見知りな性格もあり、会社以外
で人と交流する機会がないため、文通を始めることにしました。文
通は初めてで少し緊張していますが、色んなお話しをして、知ら
ないことや考え方に触れてみたいです。ちなみに音楽は邦楽なら
山下達郎、洋楽ならEd Sheeranが大好きです！年代性別関わらず、
どんな方でもよろしくお願いします。

りぃさん
とちおとめ通り 42番地 2018年4月15日まで

女性
40代

多肉植物、猫とあそぶ、ゲーム、ハンドメイド

初めての更新をさせていただきました。ステキなお友達
に出会え楽しく文通をしています。これからも、いろい
ろなお話を楽しくできたらと思っていますので、よろしく
お願いします。

りんりんさん
もみじ饅頭通り 40番地 2018年4月15日まで

女性
30代

スポーツ観戦、マステ集め、レタセ集め

可愛いものを集めるのが大好きで雑貨屋、100キンを巡
ります。野球観戦も大好きです。人と関わることが大好
きで、昔していた文通を再開してみました。色々なお話
ができたらと思ってます。よろしくお願いします。

みずさん
どさんこ通り 112番地 2018年4月15日まで

女性
30代

読書、映画、アニメ、漫画、ゲーム、カフェ巡り

はじめまして！みずといいます。既婚ですが、子どもはいないの
で、気ままに過ごしています。学生の頃に親戚のお姉さんと文通
していたのを思い出して入村しました。引越しをして、身近にお友
達がいないので、色々な方とお話しできたらと思います。よろしく
お願いします！

カピコさん
お江戸通り 283番地 2018年10月31日まで

女性
20代

読書(小説、漫画、絵本など)、映画鑑賞、カフェ巡
り、美術館巡り、書店巡り。

お江戸通り在住、めんこい通り出身です。休日は、ひとり行動が
多く、行きたいところにはじゃんじゃん行っちゃっています。去年あ
たりから絵本にハマり、小説も漫画も増えるばかり‥‥映画もよく
観てます。入村したのは、人との繋がりを持ちたかったからという
のと、手紙だけで交わす対話に興味があるからです。年齢性別、
趣味、問いませんので気軽にやりとりしていただけたら嬉しいです。

はなさん
どんたく通り 85番地 2018年4月30日まで

女性
30代

生け花、自然に触れること、ドライブ、バイク、イ
ンコ、観劇、雑貨屋を巡る

はじめまして。あわただしく過ぎていく毎日の中でゆっく
り手紙を書く時間を持てたらと思いました。いろいろな
お話しが出来たら嬉しいです。よろしくお願いします。


