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★郵便事故のお知らせ★しゃちほこ
通り115番地の「縹」さま宛てのお手
紙について前回9月30日発送分で郵
便事故がありました。現在もまだ手
紙が届いていないため、縹様へ手紙
を出された方は大変お手数ですが、
その旨を縹さまへお伝えください。

ろくさん
とちおとめ通り 31番地 2018年4月15日まで

女性
20代

野球観戦、ソーイング(初心者)、音楽鑑賞、紙も
の集め

20代半ばの学生です。私生活が忙しくなり一度退会しましたが、
やはり文通がしたく再び入会させて頂きました。趣味が違っても日
常の些細な出来事など色々とお話し出来れば嬉しいです。お気軽
にお手紙ください。趣味や考え方も少し変わったため以前とはまた
違うやり取りになるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

双海さん
桜島通り 19番地 2018年1月15日まで

男性
20代

読書・ゲーム・散歩

本と猫が好きで、特に好きな作家は時雨沢恵一さんです。ゲーム
だと、ダンガンロンパと刀剣乱舞、アニメは鬼灯の冷徹とおそ松
さんにハマっています。趣味は小説を書くことと、絵を描くこと。
仕事は接客業をしています。手書きの文字に温かみを感じるのと、
便箋などの文房具に惹かれることが多いので、文通に興味を持ち
ました。よろしくお願いします。

らんさん
相模ハマっ子通り 90番地 2018年1月15日まで

女性
50代

旅行　演劇　嵐のLIVE　美味しいものを探すこと。

初めまして。文通って、中学生のころいらいなので、なつかしくお
もっていました。 年齢に関係なく、いろいろな方と文通ができたら
楽しいと思っています。最近は、嵐のLIVEが当選する事
にDOKIDOKIしています。11月は、バンコクに、旅行に行きます。
どちらも、楽しみです。

ジムさん
相模ハマっ子通り 92番地 2018年1月15日まで

女性
40代

ミシン、音楽鑑賞

老若男女、様々な方々の価値観に触れてみたいと思いま
した。 趣味、特技、好きなこと、嫌いなこと、大切な人
のこと、小さな発見、大きな失敗、夢、空想、なんでも
聞いてみたいです。

なつ季さん
どさんこ通り 118番地 2018年4月15日まで

女性
40代

読書、旅行

幼稚園の頃から手紙を書いていました。メールが普及して手紙の
返事をメールでもらうようになり私も書かなくなりました。また文
通生活を楽しみたいと思います。休日は家で本を読んで過ごしま
す。旅先でも本屋に行ったり図書館に行ったりするのが好きです。
絵はがき大歓迎♪

大熊 ねこさん
相模ハマっ子通り 93番地 2018年4月15日まで

女性
40代

文通、ナノブロック、手芸、雑貨やさんめぐり、猫
グッズ集め

初めまして。大熊　ねこです。手紙を書くことが好きで、
この村の住人にさせていただきました。趣味以外の話も
もちろんOKです。レターセットたくさん用意して待って
いますね。どうぞよろしくお願いします。

きゅみたまさん
いよかん通り 22番地 2018年4月15日まで

女性
30代

旅行、食べる、散歩、園芸、文通、歌謡曲、トレッ
キング、動物と触れ合う

夫・2歳の息子・うさぎ2・猫1・魚3と暮らしているアラフォー専業主
婦です。ズボラでのんびり内向的な性格です。 飽きっぽいですが
不思議と文通だけは続いており、現在は海外にペンパルが2人いま
す。手紙を通して、色んな人生や世界観を垣間見ることができる
のが楽しいです。 気軽に日本語で文通できれば、と思い登録しま
した。 どうぞよろしくお願い致します♪

Konreさん
古都みやび通り 62番地 2018年1月15日まで

女性
20代

写真を撮ること、物語を考えること、星を観ること、
動画を観ること、ネットサーフィン

手紙を貰うことの喜び，そして自分で書くことの楽しさから文通を
始めたいと思いました!! 最近は写真を撮ることにハマっています。
日常の事や趣味のこと、悩み相談や創作活動を広める為など、ど
んな内容でも構いません✨ よろしければ、文友になってください。
どうぞよろしくお願い致します。
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☆えとわーる☆さん
相模ハマっ子通り 94番地 2018年1月15日まで

女性
30代

観劇、読書、映画鑑賞、文房具、スィーツ、可愛いもの集
め、ショッピング、ディズニー、サンリオ

3歳の男の子をもつワーキングママです。時間があれば、かわいい
マステや、メモ帳、レタセを見て、癒されてます。宝塚も大好き
です。以前はかなり劇場に通っていましたが、今は育児もあるの
で、CSで観る事が多いです。お手紙はノンビリなこともあると思
いますが、文通を通して自分の視野を広げたいです。趣味関係な
く仲良くして頂けたら嬉しいです。

音羽さん
どんたく通り 93番地 2018年4月15日まで

女性
30代

アニメ、漫画、裁縫、文鳥、御朱印

はじめまして。趣味が合う方とお手紙のやり取りを行え
たらなと思います。裁縫は球体関節人形やぬいぐるみ用
の服を作っています。文鳥は複数飼っています。御朱印
集めで旅行に行ったりします。よろしくお願いします。

ネロさん
相模ハマっ子通り 95番地 2018年1月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞(ピアノ、クラシック)　旅行　シュノーケリ
ング　散策　猫と遊ぶ

やりたいことを悔いなく、無理なくやっていこう！これが信条。レ・
フレールが大好きで、クラシックも大好き。でも島旅やアウトドア
も好きだったり、古都を歩くのも好きだったり、猫が大好きだった
り………なんでもしますね。人生の先輩、同世代、若い方いろん
な方と話してみたいと思っています。よろしくお願いいたします。

落花流水さん
お江戸通り 314番地 2018年1月15日まで

男性
30代

読書、深夜ラジオ視聴、散歩、たこ焼き作り

お手紙を投函、そしてお返事が届くまでの「待ち遠しい」という感
情はおそらく今の時代において、何物にも替え難い「贅沢」なのか
もしれませんね。知らない町の知らないお名前のあなた、どうぞ
よろしくお願いいたします。

きみかげ草さん
お江戸通り 315番地 2018年1月15日まで

女性
50代

自然観賞、読書、ドラマ(大河刑事医療)、舞台･音楽鑑賞、
文具書籍雑貨店巡、塗り絵、編物

パンダの赤ちゃんシャンシャンに癒されてる50代独身です。最近、
手紙を書く機会が激減しました。文通村の存在を知り、手紙の良
さや素敵な所を改めて見なおし入村しました。便箋だけでなく、
ポストカード、一筆箋、そえぶみ箋、カードを使用したお便り
もOKな方、お手紙お待ちしてます。

めりんさん
ピーナッツ通り 153番地 2018年1月15日まで

女性
40代

星空観察、映画鑑賞、神社巡り、仏像鑑賞、書店
巡り、素敵なカフェや雑貨屋探し

文通は中学生の時以来で、すごく楽しみです。元々は手
紙を書くことが好きなので、いろんな方とお手紙をやり
取りできればいいなぁと思います。文通を通して私の世
界を広げたいです。どうぞよろしくお願いします。

遠野 安栖里さん
お江戸通り 316番地 2018年1月15日まで

女性
20代

料理、読書、旅行、ポストカード収集、写真etc..

はじめまして。安栖里(あせり)と申します。素敵な地名からお名前
を拝借しました。 皆様の様々なお話を聞きたくて登録いたしました。
それは身近な話でも、遠い宇宙の話でも、何でも良いのです。原
稿用紙でも、一筆箋や葉書でも構いません。文通の経験は浅いで
すが、精一杯お返事いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。

レイチェルさん
お江戸通り 317番地 2018年4月15日まで

女性
30代

ゲーム(FGOや刀剣乱舞を主にやっています)、アニ
メ、動画鑑賞、読書、お絵かき

30歳既婚、現在妊娠中です。 アニメやゲームが好きですが、趣味
の話だけではなく、恋愛のこと、学校のこと、会社のことなどなん
でもお手紙でお話しできればと思っています！男女年齢も問いま
せんので、いろんな方とお手紙やり取りできればと思っています！
今月出産予定のため、ややスローペース気味になってしまうかもし
れませんが、よろしくお願いします。

パンガシウスさん
ピーナッツ通り 154番地 2018年4月15日まで

男性
40代

読書、空手、プラモデル作り、工作、シナリオ創
作、楽器演奏、映画鑑賞、犬と遊ぶ

はじめまして。高校生以来の文通です。 社会人になってから始め
た空手を今も続けています。その他に模型作りや通信講座のシナ
リオ創作もやっています。最近、ピアノにもチャレンジしています。
好奇心がある方なので、同じ趣味だけでなく、色んな方とお手紙
したいと思います。

ローズマリーさん
なにわ通り 169番地 2018年4月15日まで

女性
50代

読書、料理、身の周りの小さな幸せと自然を感じ
ること。　

最近、いつの間にか時間が流れていることに気づきました。これか
らの時間を一緒にあたたかく、くすりと笑ったり、励まし合ったり、
時には悩みを打ち明けたりと気持ちの分け合いっこができるお友達
を作りたいです。男性女性は問いませんが、同じ目線でいられ
る50代以上の方との文通ができればと思っています。宜しくお願い
致します。
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たぬくまさん
お江戸通り 318番地 2018年1月15日まで

女性
20代

読書、ゲーム、海外ドラマ、切手収集、歴史

２歳の子供がいます。 このような形で文通をするのは初めてなの
で緊張しますが楽しく出来たらと思っています。 ゲームや海外ドラ
マ、読書(歴史、古代文明)、最近から切手をみるのが趣味です。
いろんなことに広く浅くなタイプです。 趣味が同じ方も違う方とも
交流したいです。あなたの好きなこと、はまっていることなどを教
えてください(o^^o)

ゆきまるさん
相模ハマっ子通り 97番地 2018年4月15日まで

女性
40代

登山、水泳、ダラダラするのも好きです。

既婚&小学生の息子がいます。 少々子育てに追われています。文
通初心者です。 旅先などからは絵はがきを必ず出します。 レター
セットを探すのも好きなんですが、書く相手がいないのでいつも見
るだけ。 定期的に手紙を出す相手がいたらな～との思いがあって
登録しました。 字がキレイでも文才があるわけでもありませんが
よろしくお願いしますm(__)m

Pocoさん
お江戸通り 319番地 2018年1月15日まで

女性
40代

写真、プール、フラワーアレンジ、

初めまして、子供が-年生になりました。スイミングで
頑張っています。先日巨大クルーズ船を見に早起きして
出かけました。朝日が港から昇る光景にパワーを貰った
一日中でした。よろしくお願いします。

はるくまさん
どさんこ通り 119番地 2018年1月15日まで

女性
40代

手芸、ゲーム、アニメ、ドラマ、プラモ、シール
集め、ドール

はじめまして。文通は初めてなのですが、お手紙でほっこりとした
繋がりができたらいいなと思い、登録しました。現在、専業主婦
で子供はいません。未だに可愛いもの好きでシールなど可愛いの
を見かけるとつい買ってしまいます。日常の出来事や趣味の事など
気軽に話せると嬉しいです。よろしくお願いします。

はるじおんさん
相模ハマっ子通り 98番地 2018年1月15日まで

女性
60代

読書、編み物、お菓子作り、カフェ巡り、カラオ
ケ

はじめまして。日々の何気ないことを手紙に書きたい、どなたかか
ら手紙が届くのを楽しみに待ってみたいと思っています。現在、7歳
の三毛猫と、山が見えるところに住んでいます。 どうぞよろしくお
願いいたします。

ラムネさん
越後通り 10番地 2018年10月15日まで

女性
30代

レタセ集め、ゲーム、フリマ など

手紙を書く事が好きですが、最近書かなくなってしまっ
たので登録しました。 Mr.Children、ゲーム、フリマ、
動物が好きです。よろしくお願いします。

桃空さん
相模ハマっ子通り 99番地 2018年1月15日まで

女性
30代

カラオケ、音楽鑑賞、旅行、コスメ&スイーツに関
すること、猫と遊ぶ

はじめまして。 手紙を書くことが好きで、学生の頃は国内・海外文
通をしていました。 音楽はチャゲアス・ゴスペラーズ・いきものが
かりをよく聞きますが、他の歌手もいいなと思った曲をYouTubeで
色々聞いてます。 既婚、子どもはいませんが、動物好きで猫１匹
飼っています。 沢山の方と色々なお話しができたら嬉しいです！
女性の方希望しています。

星ひとみさん
相模ハマっ子通り 100番地 2018年1月15日まで

女性
40代

読書、書道、寺社巡り

文を書くことが好きです。最近はメールばかりで、お手紙の交換を
したいなと思って参加させていただきます。フルタイムで働く、ふ
たりの子持ちのワーキングマザーです。和の世界が好きですが、
興味の範囲は広いと思っています。歴史、特に古代史が好きで、
オタクかな？いろいろな世代の方とお知り合いになりたいです。よ
ろしくお願いします。

くさもちさん
お江戸通り 320番地 2018年1月15日まで

女性
20代

映画鑑賞(洋画)、韓国語、写真

最近文通に興味を持ちました。色々な場所に住んでいる方とお手
紙で交流できればと思っています！休日はNetflixで海外の映画や
ドラマをみたり、近所を散歩しながら写真を撮ったりすることが多
いです。よろしくお願いします！

みくさん
茶畑通り 66番地 2018年4月15日まで

女性
30代

旅行、英会話、プール、懸賞

はじめまして！ アラサーのみくと言います(^^) フルタイムで働きな
がら主婦やってます。子供はいません。 中高生のときに文通やっ
ていましたが、仕事に余裕があり、久しぶりに文通やりたくなって、
登録してみました。 外に出掛けるのが好きです！ お互いの日常と
か、思ったことをいろいろ手紙に書ければいいなと思います！ よろ
しくお願いします‼
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雪さん
なにわ通り 170番地 2018年1月15日まで

女性
40代

映画鑑賞、パン作り、カフェめぐり、ソーイング、
音楽鑑賞（ギター系）

初めまして。４０代会社員です。最近文字を書くことも減り、職場
（少人数）と自宅の往復だけの生活の中に、ささやかな楽しみを
求めて文通を始めたいと思いました。ポストに手紙が入っている時
の幸福感を味わいたくて。時代物（本・ドラマ）、一人旅、美味し
いパンとコーヒーが大好きです。こちらで文友さんとの素敵なご縁
があればと思っています。宜しくお願いします。

レディグレイさん
お江戸通り 321番地 2018年4月15日まで

女性
60代

旅行、ポーセラーツ、ジム通い

はじめまして。介護の仕事をして10年が過ぎました。忙
しい仕事の合間に旅行でﾘﾌﾚｯｼｭしています。好奇心旺盛
なのでいろいろな方とお知り合いになれたらいいなと思っ
ています。どうぞよろしくお願いします。

ToMさん
どんたく通り 94番地 2018年4月15日まで

女性
20代

カメラ、ギター、ひとり行動、音楽、猫カ
フェ、YouTube

カメラと音楽が好きです。カメラ、ギターはまだ勉強中…。ひとり
でどこへでも行きます。遠出する時はカメラを持っていくので同じ
趣味の方と写真とか交換出来たらなと思ってます！他には動物など
好きで、特に猫が好きです。枚数は2枚程度になりますが長文は
大丈夫です！日常はもちろん、お仕事や恋愛のお話もしたいです！
よろしくお願いします。

いこさん
お江戸通り 322番地 2018年1月15日まで

女性
30代

読書・物語を考えること・お酒を呑む・ゲームをする・
文房具がすき

書店員です。2017年4月に女の子を出産した為現在産休中です。
はじめての子育てをマイペースに楽しんでいます。好きな作家さ
んは恩田陸・江國香織・野梨原花南・茅田砂胡・風野真知雄・クラフ
トエヴィング商会などです。実家で柴犬を飼っています。お酒はだ
いたいなんでも好きです。文通はじめてなので、のんびりマイペー
スにやりとりできる方と出会えたらいいなと思っています。

あおさん
お江戸通り 323番地 2018年1月15日まで

女性
40代

旅行、ペット、料理、食べ歩き、読書、ヨガ

子どもがいますがすっかり手が離れたので、自分の生きがい探し
をしなくては！と思っているところです。Mダックスを飼っていて、
動物全般が好き。早く香香に会いたいです(^^)今はあまり遠出は
できませんが、旅行も好きです。日々の出来事やちょっとした気持
ちを分かち合える人がいたらいいなと思って入会しました。どうぞ
よろしくお願いいたします。

詩子さん
どさんこ通り 47番地 2018年1月15日まで

女性
30代

温泉旅行、漫画を読む、音楽を聴く、ルピシア、
本屋＆文具店巡り

初めまして。詩子(うたこ)と申します。年に１～２回道内の温泉宿
に行き、温泉＆美味しいものを食べる事が大好きです。皆様の旅
話を聞く事も大好きなので是非教えてください！音楽はj-POPをよ
く聴きます。色々な土地の季節話や日常話をお話し合いたいです。
文通ビギナーなのと持病があるので理解のある方、のんびり交
流OKな方、是非文通しましょう！よろしくお願いします。

つむぎさん
彩の国通り 150番地 2018年1月15日まで

女性
20代

ミュージカル鑑賞、カフェ巡り、文房具集め、アニ
メやゲーム

今年社会人になりました。文房具を集めることが好きな
ので、シールやマステやスタンプなどを使って可愛い手
紙を送りたいと思っています。文通は初めてですがたわ
いもないお話ができたらと思います♪

サッチさん
彩の国通り 151番地 2018年1月15日まで

女性
40代

韓国語、日本と韓国ドラマ、ハンドメイド

はじめまして。文通をするのは初めてです。 今、頑張っているこ
とは、韓国語の勉強です。ドラマも好きで、日韓、両方とも面白
そうなものチェックして観ています。 うまく文章が書けるか不安で
すが、楽しく文通しましょう!女性限定でよろしくお願いします。

がっくんさん
もみじ饅頭通り 46番地 2018年1月15日まで

男性
20代

ギター弾き語り、映画鑑賞、ぶらりひとり旅、居酒
屋巡り

はじめまして。地方に住む大学4年生です。私はひとり旅が大好き
です。知らない場所に行って、見ず知らずの人とお話しすると胸が
踊ります。「こんな素敵な生活が私の知らない場所にあったんだ」
と、帰りの電車でニヤニヤしてしまいます。文通で、会ったことの
ない人と、ほんの少しだけ関わることができるのを、楽しみにして
います。

かんちゃさん
出雲通り 10番地 2018年1月15日まで

女性
20代

読書、おしゃべり

新しい趣味を見つけたくてこの度入村することにしました。20
代、2歳の娘のママをしている保育士です。 老若男女問わず、
色々な方とお話したいです。子育ての事、仕事の事、趣味の話、
内容はなんでもOKです。私の世界を広げてくださる方大歓迎です！
よろしくお願いします！
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なちこ。さん
彩の国通り 152番地 2018年4月15日まで

女性
20代

映画観賞、旅行、読書、カフェ巡り、買い物、カ
メラ

社会人３年目の未婚者です。旅行がとても好きです。そして旅行
先でお洒落なカフェを見つけて一息つく事が更に好きです☆彡お
手紙では日頃の考え事や相談、色恋話や仕事の話、人生観などな
ど色んなお話をしたいです！基本ロングレター派です。お手紙を
書くことが好きな好きな文通村の皆さま、よろしくお願いしま
す♡♡♡

きぃチャンさん
六甲通り 118番地 2018年1月15日まで

女性
20代

バレエ、柔軟、ヨガ

最近は、めっきり文通のない生活を送っていました。すると無意識
のうちに切手やペン、レターセットを買っていたので、これは文通
がしたいんだな☆と気付いて入会しました!(^^)!　大学の通信教育
生です。勉強のこと、学校の話を聞いてくれると嬉しいな(^^♪　時
間を忘れて手紙を書いているのはとても好きです。全国各地の人
と文通していると物知りにもなれるところもいいですね！

ずーちゃんさん
めんこい通り 24番地 2018年1月15日まで

女性
20代

野球観戦、読書、ジム、ファッション、音楽、舞台
鑑賞

はじめまして！野球のマスコットが好きで千葉ロッテマリーンズの
マーくん、ズーちゃんやつば九郎、ドアラご好きです♡ 音楽は、ミ
スチル、椎名林檎、小沢健二、Suchmos、宇多田ヒカル、東京
事変が好きです。皆さんとお話できることを楽しみにしています(*
॑꒳ ॑* )⋆*

高織さん
六甲通り 119番地 2018年4月15日まで

女性
20代

手芸、料理、天気予報を見ること、猫、園芸、イ
ラスト

はじめまして。何かしら物を作ることが好きです。漫画絵を描くこ
とからはしばらく遠ざかっていたのですが、最近また描きたいと思
い始めました。日常のこと趣味のことをゆっくり話せたらと思ってい
ます。よろしくお願いします。

ジュリマークさん
かすていら通り 20番地 2018年1月31日まで

女性
40代

喫茶店でぼーっとすること。

家に帰ってポストに手紙が届いてるって嬉しいだろうなぁ。
。。 文通をするのは初めてなのですが、ぼちぼちと末
永くよろしくお願いします。

ともえさん
お江戸通り 324番地 2018年1月15日まで

女性
40代

映画・演劇鑑賞、旅行

はじめまして。自営業を営む主婦です。 結婚13年目にやっと子ど
もを授かり、小学生の子が二人います。少し手が離れてきたので、
映画や舞台を観に行き始めました。ミュージカルや歌舞伎をはじめ、
演劇全般興味があります。お勧め劇団があったら教えてください。
好きなことや愚痴など色々話しましょう。よろしくお願いします。

ちきたんさん
お江戸通り 326番地 2018年1月15日まで

女性
50代

スポーツ観戦（体操、野球）、ウォーキング

一人の時間が好き。街歩き、読書、スポーツ観戦など。
いずれ気ままな旅もしてみたい。過去にかじったものと
して、英語、熱帯魚、鉄道模型。中途半端に終わってし
まったが、今でも多少の興味は継続中。

ほんわかパパさん
阿波の国通り 12番地 2018年1月15日まで

女性
20代

ペット、米ドラマ鑑賞、洋楽鑑賞、食べ物グッズ集め（寿司、
目玉焼き、おにぎり等）、色鉛筆画

アラサーです。小説を書いたり、CM・短編映画の脚本原案を書い
たりするのが仕事。動物が好きで、アルビノのハリネズミと年老
いたトイプードルを飼っています。お寿司や目玉焼き、おにぎりな
どの食べ物グッズを集めるのが趣味。缶バッジをたくさんリュック
につけるのも好き。可愛いレターセットを集めるのにもハマってい
るのですが、手紙を出す相手が実姉しかいないので登録してみま
した

あこさん
ねぷた通り 22番地 2018年1月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、映画鑑賞、韓国語、料理

最近ある映画を観て、手紙が書きたくなり入村しました。
文通は小学生以来です。手紙を書くときのわくわくや、
手紙が届いたときのどきどきを、もう一度味わいたいで
す。よろしくお願いします。

あんもないとさん
琵琶湖通り 15番地 2018年1月15日まで

女性
50代

音楽、映画鑑賞、手芸

小学生の頃に文通をしていたことがあり、懐かしくなり
ました。私は音楽が好きで、何でも聴きます。ジャンル
限定なしです。結構な年齢の割に知らないことばかりな
ので、いろいろな人のお話が聞ければと思っています。
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ぴよぴよさん
お江戸通り 327番地 2018年4月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、旅行、銭湯、節約

はじめまして。部屋の整理をしていたところ、小学生の頃にやり取
りしていた年賀状を発見し、懐かしい気持ちになりました。またお
手紙のやり取りをしたいなあ、と思い登録しました。日常の嬉しかっ
たこと、マイブーム、思ったこと色々を文通できたらと思います。
宜しくお願いします。

はるちゃんさん
さがん通り 10番地 2018年1月15日まで

女性
20代

読書、ネットサーフィン、文道具、スタバ、カフェ
巡り、寝る事、食べる事

初めまして。ジャニーズが、好きで、特に、関ジャニ∞
が、大好きです。 文道具コーナーを回るの好き。 本屋
さんも、回るの大好きです。

さくさん
どさんこ通り 121番地 2018年1月15日まで

女性
20代

動物、雑貨探し、音楽、バレーボール、美容、漫
画

初めまして学生の頃文通をしていたのですが落ち着いたのでまた
始めたいと思っています。以前は同世代の方とやり取りをする事が
多かったのですが、今回は年齢性別問わず色んな方とお話出来た
ら嬉しいです(*^^*)字は綺麗ではありませんが１人１人丁寧にお
話したいと思ってます。宜しくお願いします。

すみれさん
お江戸通り 328番地 2018年1月15日まで

女性
20代

散歩、ランニング、美容、空を眺める、食べること、
音楽、ミュージカルなど。

はじめまして。子どものころは、違う学校に通う友だちと文通して
いました。文字を書くのが好きです！今でも友だちの誕生日など
にはお手紙を書くようにしています。 また文通を始めたいと思い入
村しました。メールやLINEもいいですが、お手紙の方がきっと気
持ちが届くと信じています！心を込めてお返事を書きます。どうぞ
よろしくお願いします＾＾

ゆりさん
六甲通り 120番地 2018年4月15日まで

女性
30代

読書(エッセイ、小説)、クラフト手芸、人形、カフェ巡り、
スイーツ、旅行、空想、マステ

独り身で気ままに過ごしています。お天気や景色、季節の話など
のんびりした文の交換はいかがでしょうか。ゆるりと一筆箋の交換
でもOKです。ネガティブ抜きのふんわりした時間を交換しません
か?悪筆ですが頑張って書きますので、よろしくお願いいたします。

志織さん
平城京通り 30番地 2018年4月30日まで

女性
30代

プチ断捨離、映画鑑賞、かめを飼っています

20代の頃に集めた可愛すぎるレターセットやハガキを使用したくて
こちらを利用させていただきます。同時期にハマっていた、インス
タントカメラで撮ったピントのずれた写真や用途のわからない謎の
写真なども機会があれば送りたいなと思っております。若気の至
りの産物を楽しんでいただける方がおられましたら、お便りお待ち
しております。よろしくお願いいたします

まりんさん
砂丘通り 9番地 2018年1月31日まで

女性
20代

料理、読書（小説、漫画、雑誌などなど）、音楽鑑賞、ピ
アノ、ジム、動画編集、もの書き、写真

初めまして、まりんと申します。理系大学生です。 元々文章を書
くことが好きだったこと、今はどうしても閉鎖的な環境にいること
を考えて文通でもっと世界を広げたいと思い入村を決めました。 好
きな作家は浅田次郎と恩田陸ですが、ぜひ皆さんのオススメが知
りたいです！(*'▽') 性別、年齢問いません。仲良くしてください。

なめ子さん
杜の都通り 50番地 2018年4月30日まで

女性
50代

編み物、手芸

家で編み物や手芸をするのが好きな主婦です。昔、文
通をしていたことを思い出し、久しぶりに便箋に向かい
たいと思いました。マイペースであまりマメに書けない
かもしれませんが、よろしくお願いします。

冬果さん
ピーナッツ通り 155番地 2018年4月30日まで

女性
20代

音楽・ショー・映画鑑賞、散歩、ディズニー

文通は初めてです。 よくディズニーリゾートに出没します(笑) ゴル
フを少しかじりました。練習場になかなか行けていません…。 ど
ちらかというとアウトドア派です。 これといって熱中している趣味
はなく、いろんなことを試してみたいと思っています。オススメが
ありましたら教えてください！

くまさん
もみじ饅頭通り 48番地 2018年4月15日まで

女性
20代

御朱印集め

はじめまして。福祉施設で生活支援員しています。20代後半の独
身者です。人に思いを伝えるのが苦手な自分を変えたくて、この
たび入村しました。お寺めぐりが好きで、休みの日には御朱印帳
持って出かけています。日々の悩みや出来事・恋バナ等ゆっくりマ
イペースにやりとりしたいです。初心者ですが、よろしくお願いし
ます。
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碧さん
杜の都通り 51番地 2018年4月15日まで

女性
20代

映画、読書、手芸、旅行、カフェ巡り、博物館、ゲーム実
況動画観賞、アニメ、刑事ドラマ

友人と15年以上文通しておりますが、もっと色々な方ともお手紙で
交流したいと思い、登録いたしました。よく映画を観るので、面白
い作品を教えていただけると嬉しいです。趣味のことだけでなく、
日常のささいなことでも楽しくまったりお話したいです。よろしく
お願いいたします！

ふわりさん
もみじ饅頭通り 49番地 2018年4月15日まで

女性
50代

手芸、海外ドラマ、マステ、紙もの（レタセ・和紙・
折紙）、シール、げっ歯類

手紙を書く事と手芸・100均めぐりが大好きです。犯罪
捜査物の海外ドラマを見ながら小さな手仕事や家事をし
ています。文通を通じてお友達がたくさんできたら嬉し
いです。どうぞよろしくお願いします。

ねこちゃむさん
越中通り 15番地 2018年4月15日まで

女性
20代

文通、マステ・レタセ・シール集め、懸賞応募

初めまして！ネコが大好きです！日本全都道府県の方と
文通したいです。字はあまり上手ではないですがなるべ
くキレイに書きます。よろしくおねがいします。

リラックマさん
なにわ通り 26番地 2018年4月15日まで

女性
40代

DVD鑑賞、音楽鑑賞、ライブを見に行く事、キーボー
ド、文通

私の楽しみは食べる事とDVD見る事そして文通相手からの手紙を
読む事です。元気のない時は手紙を読んでます。全国の方と文通
したいです。このPR読んでくれたあなた！インコのコロちゃんとお
手紙お待ちしています。

まゆきさん
なにわ通り 38番地 2018年4月15日まで

女性
40代

文通、ワンコ（生きがい）、日帰り旅行、ネット、御朱印め
ぐり、ショッピング（文具集め、マステ・レタセ）など

こんにちは！文通村に入村して何年だろ～言うくらいの更新です。
平日は仕事して休日は手紙を書いたり、遊びに出かけたりしてま
す。しゅん（ワンコ）居るので泊りがけ旅行は中々ですが良く日帰
りには行ってます。紅葉の時期を入るのが楽しみです。そしてみ
なさまからのおたよりをおまちにしてます。（女性限定）

夏さん
信濃通り 16番地 2018年4月15日まで

女性
40代

登山、一人旅、ジョギング、読書、料理、ネコ、
ワイン、お菓子作り、映画

楽しいことが大好きな40代前半女性です。田舎で暮らしています。
シンプルライフを目指していますが、あまりうまくいかず…(^_^;)
何かひとつでも趣味が同じな方、どうぞよろしくお願いします♪ 女
性の方のみでお願いします。

如月さん
彩の国通り 45番地 2018年10月31日まで

女性
30代

ドライブ、旅行、読書、ＴＶドラマを観ること（国
内・外問わず）

日頃から文友様には、私の返事が遅く、大変ご迷惑をか
けております。けども、必ず返事は書きますので、どう
か暖かい眼差しで見守ってください。これからの１年も、
よろしくお願いいたします。

おかにゃんさん
うつくしま通り 16番地 2017年12月31日まで

女性
30代

読書、ゲーム、御朱印集め、神社仏閣巡り、日帰
り旅行、温泉、日本史考察

最近御朱印巡りをはじめました。趣味合う合わない方も
大歓迎です。昔は同人活動もしてました。お手紙でもポ
ストカードでもＯＫです！できれば女性の方でおねがい
します。

りりさん
六甲通り 57番地 2018年1月15日まで

女性
20代

読書、アニメ、漫画、ゲーム、レターセット収集

無事、就活が終わった大学生です。中学生の頃から集
めていたレターセットを使用してます。日常のこと、夢
や目標、好きなものについて、ゆったりとしたペースで
楽しく書き合えると嬉しいです！

金木犀さん
平城京通り 13番地 2018年4月15日まで

女性
50代

読書、映画（Hulu）、パッチワーク、貼り絵、写
真、マステ、切手収集

神社仏閣、美術館、お城巡りが好きです。好奇心旺盛。
40年来のスワローズファンです。地域限定モノに弱い私
と、紙の上での井戸端会議を楽しみましょう！
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つぼみさん
杜の都通り 30番地 2018年4月15日まで

女性
40代

文通、レタセ・シール・マステ収集、野球観戦、カ
フェ巡り

悩み事の多い毎日ですが、前向きに、楽しく過ごせるように心掛
けています。仕事はフルタイムで働いています。日々の些細な出
来事から、深いお話、趣味の事など、お手紙を通して色々お話を
したいので、便箋で2〜3枚お手紙を書いて下さる方が希望です。
どうぞ宜しくお願い致します。（女性限定でお願いします）

ダリアさん
ピーナッツ通り 82番地 2018年4月15日まで

女性
30代

DVD・テレビ観賞、語学、読書

30代半ば、夫との二人暮らしです。平日はフルタイムの会社員、
休みの日は読書やドラマを観たりして過ごすこの頃です。体を動
かすのも好きです。以前フラメンコを習っていました。今はお休み
していますが、タブラオに観に行ったりは今でも好きです。返事が
遅くなる事もあるかもしれませんが、ご理解いただける方、お便り
お待ちしています。

ぬいぬいさん
お江戸通り 193番地 2018年10月15日まで

女性
20代

散歩、旅行（寺社、パワースポット、廃墟など）、
読書（最近は近代文学）

こんにちは。散歩や旅が好きで、じっとしていられない性分のぬい
ぬいと申します。最近仕事を辞めて、来年の試験勉強に追われる
日々です。大好きな旅に出られず、寂しいですが、読書で気を晴
らしています。今は詩に夢中です。日常のことから、旅などの趣
味など、のんびり楽しくお話をしたいです。老若男女お待ちしてお
ります。

千里さん
しゃちほこ通り 87番地 2018年1月15日まで

女性
20代

読書、好きな音楽を聴くこと、楽器演奏、お散歩、

はじめまして、千里（せんり）と申します。見知らぬ誰かと手紙で
交流するってすごく素敵なことだと思います。出会いを大切にし、
いろんなお話ができたらいいなと思っています。 いま、刀剣乱舞
とOfficial髭男dismに夢中★ よろしくお願いします^^

ふみんさん
常陸の国通り 28番地 2018年10月31日まで

女性
40代

ボウリング、文通、食べ歩き、愛猫とグータラ昼寝

村民の皆様こんにちは。村民となって2年目を迎えました。
全国民のどなたとでもやり取り出来たら嬉しく思います。
返事は都合によりマイペースですが気長に気楽に仲良く
なれる方、お便りお待ちしております。

あおみさん
桜島通り 13番地 2018年4月30日まで

女性
10代

ゲーム（ドラクエ、FF、とび森）、読書、音楽
（スピッツ、ハロプロ）、銀英伝

文友の皆さんいつもありがとうございます。今ある繋がりを大切に
しつつ、さらにたくさんの方と文通をしたいです。好きなゲームや
興味のあるソフトについて話したり、本の感想やおすすめをしあっ
たりと、趣味の話をメインにしたいと思っています。運動オンチで
はありますが、言葉のキャッチボールはきちんとできるように心が
けます！年齢は気にしませんが、女性のみでお願いします。

瀬秋さん
ちょるる通り 22番地 2018年4月30日まで

男性
20代

史跡・博物館巡り、弓道、スキー、海外ドラマ鑑賞

大学時代には歴史学を専攻したこともあり、城巡りが趣味です。
常々、全国各地を旅してみたいと思っているのですが色々と制約が
あるので、文通を通して離れた地域の方と交流してみたいと思い
入会しました。 文通初心者ですがよろしくお願いします。

∞まめゴマ∞さん
どさんこ通り 69番地 2018年1月31日まで

女性
40代

文通、マステ集め、レターセット集め、ショッピン
グ

はじめまして。久しぶりに文通したいと思い、入村しま
した。これからよろしくお願いします。趣味の合うお友
達が出来たらいいなと思っています。因みにジャニーズ
が大好きです。

えりさん
桜島通り 16番地 2018年6月15日まで

女性
30代

さんぽ、実家のねこと遊ぶ、ドラマ観賞

目を留めていただいた方、ありがとうございます。初めまして、え
りと申します。文通初心者です。時間がある時は、さんぽをした
り、たまたま会ったのらねこをぼーっと見たり、そんなふわっとし
た時間の流れが好きです。ゆったりとした心持ちで文通していきた
いと思っています。よろしくお願いします。えり

花（旧：ゆき）さん
相模ハマっ子通り 26番地 2018年10月15日まで

女性
50代

切手、風景印、マステ、ミニチュア、文具、手帳、
インコと遊ぶ

家族は旦那さんとセキセイインコ、専業主婦で子供はいません。
多趣味ですがお金はかけられないので、それぞれ広く浅くです。
現在引越し計画中の為片付けが忙しくお返事遅れる事しばしばで
すが気が合うかもと思った方、お手紙お待ちしています。



第192号 2017年10月15日

夏野さん
しゃちほこ通り 98番地 2018年1月15日まで

女性
20代

イラスト描き、漫画、読書、海、デジカメ、少し
だけアニメや映画も観ます

ちえさん
六甲通り 81番地 2018年4月15日まで

女性
30代

国内旅行、散歩、雑貨店・書店めぐり、パン屋め
ぐり、食べること、音楽

現在文通していただいている皆様、本当にありがとうございます。
皆様のおかげで生活がとても楽しくていつも元気をもらっています。
引き続きたくさんの文友さんとお会いしたくて更新しました。男女
問わず幅広い年代の方とお話したいです。SNSも便利ですが心の
こもった手書きの手紙の力を信じています。

るなさん
うつくしま通り 26番地 2018年4月30日まで

女性
40代

ピアノ、旅行、ショッピング、映画鑑賞、読書、猫、
野球観戦、桑田真澄、キスマイ

仕事で日本中を転々としております。近くに友達がいなく日々仕事
だけの生活に疲れを感じてこちらにお邪魔しました。小学生の時は
ピアノ教室で一緒だった隣の学校の友達と文通してたな、とちょっ
と懐かしいです。最近この歳からまたピアノを習い始めました。い
ろんな方と交流をして生活の楽しみを見つけていきたいと思ってい
ます。よろしくお願いします。

まきちさん
茶畑通り 51番地 2018年4月30日まで

女性
20代

美術館・博物館めぐり、読書

月に1回は美術館に行きます。今は上野を開拓中。読書
は図書館にて、今頃児童書などに挑戦中。よろしくお願
いします。

はなももさん
とちおとめ通り 39番地 2017年12月31日まで

女性
30代

俳句、短歌、ウォーキング、日記を書くこと、社交
ダンス、懸賞

はじめまして。30代のマイペースな専業主婦です。夫と幼稚園年
長の息子と一緒に暮らしています。文通は大学時代以来ですが、
いろいろな方とやり取りができたら良いと思い文通村に登録しまし
た。上手に返信できないかもしれませんが、何気ない日常のこと
などなんでも聞かせてください。

くまloveさん
常陸の国通り 39番地 2018年9月30日まで

女性
20代

料理、ｶﾗｵｹ、ﾀﾞｰﾂ、ﾘﾗｯｸﾏ、ｶﾞﾗｽ細工、ﾐﾆﾁｭｱ、猫、ﾊｼﾞ→、
湘南乃風

小学生～高校生までたくさんの友達と手紙交換をしてました。久し
ぶりにまた手紙交換したいと思い登録しました。猫と熊が好きでグッ
ズを集めてます。ハジ→と湘南乃風の曲が好きです。たくさんの
方と楽しくいろいろなお話が出来たら嬉しいです。お手紙待ってま
す。手作りのレターセットでお手紙を書くこともありますのでよろ
しくお願いします。

パピロさん
なにわ通り 141番地 2018年10月15日まで

女性
40代

旅行、映画鑑賞、物産展、ドライブ、太極拳

入村してはじめての更新です。続けてこられたのは、心のこもった
お手紙を書いてくれるレタ友さんが居るからだと思います。趣味が
同じでなくてもかまいません。また違う世界があると思うので。ど
うぞよろしくお願い致します。

さーらさん
相模ハマっ子通り 49番地 2018年1月15日まで

女性
50代

語学（英・中・韓）、洋楽・クラシック鑑賞、スポーツ観戦、
日・韓ドラマチェック、時々国際交流

ずっと仕事に追われ、気がつけば50代！気持ちだけ置いてけぼり
です(笑)　普段はネット生活ですが久々にアナログな交流が懐か
しくなりました。その他好きなもの：カフェ、空港、美術館、神社
仏閣、ひとり旅、本屋さん、コーヒー、猫、樹木のある場所。韓
国語は超初心者です。感性の合う方とゆっくりまったりな交流を希
望しています。

むらくもさん
なにわ通り 142番地 2018年1月15日まで

男性
40代

アニメ・ゲーム

文通は初めてです。完全なインドア人間です。アニメやゲームは
最近のものはあまり知りませんが、スーパーロボット大戦や銀河英
雄伝説が好きです。ドラクエ１１が出るのでＰＳ４買おうか考え
ています。あと競技クイズや歴史（戦国・幕末）も好きです。どれ
かに興味を持たれたら、お手紙ください。よろしくお願いします。

みほさん
お江戸通り 255番地 2018年10月31日まで

女性
30代

文房具、レターセット、カフェ、スイーツ、ファッショ
ン、ディズニー、鳥、大型犬

お試しの半年間が過ぎ、この度更新致しました。文友に
なってくださった皆様、ありがとうございます。これから
もたくさんの方とお手紙のやり取りが出来たら嬉しいで
す。よろしくお願い致します。
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ひかりこ（旧：ヒカリ）さん
もみじ饅頭通り 38番地 2018年1月15日まで

女性
30代

音楽、小物作り、香水、子育て、お買物パンダ、
ダンス、毎日を楽しむこと、心理学

「ひかりこ」と申します。(ヒカリ改)。twiceやpsyを聞きながら踊っ
たり日常は音楽が欠かせません。90年代の邦楽も好きです。共通
の趣味がなくても日常の話や内面を語れるようなやりとりがしたい
です。ロングレターが好きな方幅広い年齢層の方とお友達になり
たいです♪

かのこさん
ピーナッツ通り 130番地 2018年10月31日まで

女性
30代

娘の小物作り、スポーツ観戦（フィギュアスケート、
卓球など）

初めての更新です。毎回楽しく文通をさせていただきあ
りがとうございます。もうすぐ仕事復帰で、もしかした
ら今までよりゆっくりペースになることもあるかもしれま
せんが、楽しく文通できたら嬉しいです！

むうさん
かすていら通り 12番地 2018年10月31日まで

女性
30代

美味しいごはんを作ること。笑うこと。笑っている
人を見ること。

想いがダダ漏れし、ムダに枚数を書いてしまう私。翌翌翌回に、
ホワッと返事をしてしまう私。そんな私を「よ！待ってました！」と
温かく受け入れてくれるコアな御ひいき筋の皆さん。マジ深謝。そ
してジュテーム。こんな私ですが、まだ村民でいさせてください。
実家暮らしの4人兄弟末っ子、今日も元気です。気になった方、お
手合わせお願いいたします。

流川　公佳さん
琵琶湖通り 13番地 2018年3月31日まで

女性
40代

手芸、園芸、読書

更新遅くなりまして申し訳ありません。転職したばかり
で毎日あたふたしていますが、忘れたことに必ずお返事
しますのでどうかよろしくお願いいたします。（こんな
人です…）

愛さん
茶畑通り 63番地 2018年10月15日まで

女性
20代

読書、旅行、美術館巡り

はじめまして。人と話したり、文を書くことが好きでこのサイトに
辿り着きました。本や漫画を読むことが好きですが、長い休みに
は旅行に行く、インドア派の旅行好きです。日常の何気ないことな
ど、いろいろな話が出来たら嬉しいです。よろしくお願いします。

もちこさん
相模ハマっ子通り 66番地 2018年4月15日まで

女性
20代

◎カフェ◎読書◎お酒◎岩盤浴◎音楽鑑賞◎ファッション◎
雑貨◎スポーツ観戦◎動物◎ドラマ

はじめまして^ ^ 田舎からでてきて7年目。 関東に染まりつつある
田舎者です。笑 ひとり暮らし、 やりくり頑張ってますヽ(´ー｀) 頑
張って貯金していろいろ旅行したいな〜〜 趣味のお話や日常の出
来事などなど、 年齢性別問わず、いろんな方とお話できたらいい
なと思っています（＾ω＾） よろしくお願いします！

ゆっこさん
相模ハマっ子通り 67番地 2018年1月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、雑貨や文房具集め、ライブに行
く、ねこ

はじめまして♪メールよりも気持ちのこもった手紙でやり
取りがしたいと思い始めました。私はNEWS
やTEAMNACSも好きです。同じ趣味の方や、もちろん
違う方も手紙を通じて楽しく交流出来たら嬉しいです。

澄江さん
ピーナッツ通り 142番地 2018年4月30日まで

女性
40代

カフェでお茶、音楽鑑賞(水曜日のカンパネラなど)、
絵を描く、料理(お菓子作りも)

字を書いている時間が大好きです。色々な事に興味あり、
好奇心旺盛な方だと思います。共通の趣味の方でなくと
も、好きな事について楽しく人が語るのを聞きたいです。
気軽に文通しましょう。よろしくお願いします。

ひよりさん
お江戸通り 285番地 2018年10月31日まで

女性
50代

映画・音楽鑑賞、ヨガ、季節のお花を見に行くこと

はじめまして。子供のころ好きだった文通をまたしてみたくなり、
入会しました。2匹の猫とまったり過ごす時間が好きです。趣味の
こと、日常の嬉しかったことなど、ゆっくりのペースでやりとりでき
たらいいなぁと思っています。よろしくお願いします。

ゆーさん
杜の都通り 49番地 2018年10月31日まで

女性
40代

お手紙を書くこと、お手紙を読むこと、文具屋さん
のレターセット売り場を見て歩く

はじめまして。お手紙が大好きです。学生の頃に文通をしていて、
相手の方に手紙を書くドキドキ、届いたお手紙を読むワクワクがな
つかしく、またあんな風に楽しく文通ができたらいいなって思い文
通村さんに入村してみました。沢山の方と文通ができることを楽し
みにしています。どうぞよろしくお願いいたします。
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キキさん
かぼす通り 16番地 2018年4月30日まで

女性
30代

お酒、お菓子作り、御朱印集め、読書、ラジオ、
洋楽

早いものでもうお試し期間の3ヵ月が過ぎてしまいました。毎月、
手紙が来るのがとても楽しみです。趣味の話や日々の話、いろん
な話ができるといいなと思います。皆さまからのお手紙、お待ちし
ています。よろしくお願いします。


