
第194号 2017年11月15日

ハートの初心者マークは新規ご入村
者です。ハートがついていない自己
紹介文はご更新者となります。気に
なる方へ気軽にお手紙を書いてみま
しょう。きっと素敵なご縁があるかも
しれません。

1　　

スカイブルーさん
上州三山通り 43番地 2018年5月15日まで

女性
30代

旅行、読書、音楽・映画鑑賞、ガーデニング

はじめまして。子どもの頃に文通をしていた時のワクワクした気持
ちを思い出し、また文通をしたいと思い入忖しました。年齢・趣味
問わず、手紙を通して日常の何気ないことや趣味のことなど
色々なお話しができたら嬉しいです。よろしくお願いします。

ひろふみさん
どさんこ通り 125番地 2018年5月15日まで

男性
50代

音楽鑑賞（クラシック、ジャズ、ロックほか）、読書、コー
ヒー、アニメ、ラジオ、映画鑑賞

はじめまして。以前より文通がしたいと思い続けていました。趣味
の話から他愛のない話、どんな話題でも、急がずゆっくり、おだ
やかな言葉のやりとりが出来たらな、と思っています。そんな小生
でも良ければ、ぜひお手紙をください。

ななさん
なにわ通り 175番地 2018年2月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、カフェ巡り

初めまして！ななと言います(*^o^*) 普段は介護の仕事をしていま
す！ 音楽鑑賞(特に邦ロック)や、カフェ巡りが好きです☆ レターセッ
トやマスキングテープも大好きです！笑 よろしくお願いしま
す♪(*´ー｀*)

ももさん
さぬき通り 20番地 2018年2月15日まで

女性
50代

旅行　ファッション　カフェ巡り　食べ歩き　御朱
印　フォルムカード集め

若い頃、よく文通をしていました。最近は、ラインやメールでで
色々なコミュニケーションが取れますが、あの手紙を貰った時の嬉
しさをもう一度味わいたくて申し込みました。同じ様な趣味を持っ
た方、色々なお話しませんか？よろしくお願いします。

まきちゃんさん
ピーナッツ通り 158番地 2018年2月15日まで

女性
60代

山旅

トレッキングが大好きですが 実際はロープウェイで登っ
て その辺りをブラブラ 山頂を眺め 登った気になって 今
度こそは 登るぞと 心に誓い 帰路に着く今日この頃です。

くろちゃんさん
お江戸通り 335番地 2018年2月15日まで

女性
60代

銭湯巡り、絵を見に行くこと、映画鑑賞、コーラス

花をスケッチしている時や茶の湯の呈茶の席にいるととても幸せで
す。本屋さんをぶらぶらしていると必ず面白い本にであいます。今、
友人から頂いたお茶の木に花を咲かすことが課題です。最近園芸
の通信教育を始めました。よろしくお願いします。

つくしさん
越後通り 37番地 2018年5月15日まで

女性
20代

かわいい物集め、ドラマ、マンガ、犬、猫、音楽、
ディズニー、ジブリ、サンリオ

はじめまして。夫との二人暮らしもはや７年。好きなマ
ンガはコウノドリで、私自身妊活中です。文通は小学生
の時以来ですが、色々な世代の方と文通できたらなと思っ
ています。よろしくお願いします。

もるもるさん
相模ハマっ子通り 102番地 2018年2月15日まで

女性
50代

パズル　御朱印集め　スポーツ観戦　動物園水族
館巡り　温泉

初めまして　主人と二人で暮らしております。子供はおりません。
趣味にも書きましたがスポーツ観戦の中でもプロ野球の横浜ベイ
スターズのファンで高校野球も好きです。素敵な文通相手が出来
るといいなと思い入会を希望しました。よろしくお願いします。
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ゆさゆささん
越後通り 38番地 2018年5月15日まで

女性
20代

あみもの、歌うこと、ボードゲーム、、、など

はじめまして。文通は小学生の頃何度かしました。あの時の手紙
を待ってるワクワクをまた感じたいな、と思います。毛糸やレース
編みが好きな方や、ボードゲームをする方とお話ができたら嬉しい
です。他にも日常のことなど様々な人とお話できたらと思います。

ちゃこさん
相模ハマっ子通り 103番地 2018年2月15日まで

女性
40代

フラダンス、旅行、海外ドラマ、音楽（k-pop・ハワイア
ン）、薬膳料理、マンホール

夫と二人暮らし、事務の仕事をしています。読書もドラマもミステ
リーが好きで、海外刑事もの、韓流ドラマも見ます。音楽は、東
方神起、EXO、BTS、Shineeが好きです。 各地のマンホールを見
るのが楽しみ。旅先のポストカードも送ってみたいです。年齢性別
は問いません。世代や環境の違う方ともお話がしてみたいです。
よろしくお願いします。

めぐぞーさん
常陸の国通り 53番地 2018年2月15日まで

女性
30代

イラスト、手芸、音楽鑑賞、映画鑑賞、ゲーム

はじめまして！ 文通は子供の頃友達としてました。 メールよりは
手紙を書くのが好きです! 普段はイラストや手芸に没頭中です(笑)
子供っぽいのか観る映画などもアニメばかりです(笑) 楽しく文通出
来たら嬉しいです! よろしくお願いします！

せいこさん
土佐の国通り 10番地 2018年2月15日まで

女性
70代

テレビ鑑賞、孫や友達と話をすること

初めまして。趣味があまりないので、老後の生活をもっ
と楽しみたいと思い登録させて頂きました。掃除や洗濯、
炊事の毎日なので手紙が届くことを楽しみに待っていま
す。よろしくお願い致します。

そらをさん
どさんこ通り 126番地 2018年2月15日まで

女性
30代

創作（絵、小説）、ハンドメイド、パソコン、カラオケ、読書
（ライトノベル系）、文房具集め

十数年ぶりに文通がしたくなり、入村しました。大体の趣味が広く
浅くという感じですが、パソコンや創作は割と深めにやっておりま
す。絵や小説は現代ファンタジー系です。字はあまり上手ではあり
ませんが、気持ちを込めて書かせていただきます。年齢性別問い
ません。皆さんの色々な話、是非聞かせてください。

ハコベさん
お江戸通り 336番地 2018年5月15日まで

女性
20代

日記を書くこと、読書、アニメ・朝ドラ観賞、絵を
描くこと

趣味の合う方と文通してみたいと思い、参加した文通初心者です。
昨年放送されたユーリオンアイスというアニメにハマっていて グッ
ズを集めたり、イベントに参加したりしています。 仕事をしている
のでお返事はゆっくりになるかと思いますが、ゆるーい文通でも大
丈夫！ という方、お手紙お待ちしております！

さとこさん
相模ハマっ子通り 104番地 2018年5月15日まで

女性
20代

国内ひとり旅、読書、本屋と喫茶店めぐり、歴史、
山歩き、音楽鑑賞、ほぼ日手帳

はじめまして、こんにちは。学生時代に文通をしていた思い出がよ
みがえり、入村しました。みなさまとお互いの好きなものをお手
紙を通して共有できたらとてもうれしいです。年代性別問わず、
みなさまの日常の小話や好きなものをお聞かせください。どうぞ
よろしくお願いします。読書（ミステリー小説、歴史小説）音楽
（坂本真綾さん）

諫早さん
お江戸通り 337番地 2018年2月15日まで

女性
30代

postcrossing、文房具、カフェ巡り、散歩、
猫、100均

こんにちは。最近、手書きのメッセージを書くことがとても落ち着
くことに気づきました。英語力は壊滅的であるにも関わらず海外と
の絵葉書交換も始めています。年齢、性別問わずに募集していま
す。趣味の話、最近の出来事等のんびりやり取りできればと思い
ます。

あおいさん
常陸の国通り 54番地 2018年5月15日まで

女性
30代

DVD・映画鑑賞、読書(漫画も大好き)、歌う、お散歩、音楽
を聴く、草花を愛でる、文房具

30代になり、健康への関心が高まってきました(ง ˙o˙)วなので最
近は、どうにかタンパク質を摂ろう！身体を動かそう！と頑張って
います。なかなか思い通りにはいかないですが…小さな頃から手
紙が大好きですφ(･ｪ･o)ペンフレンド！出来たら嬉しいなぁと思い
入村しました。どうぞ宜しくお願い致します！！

千尋さん
杜の都通り 53番地 2018年5月15日まで

女性
20代

野球観戦、漫画、ゲーム、散歩、100均巡り、コスメ収集、
一人旅、一眼レフ(初心者)、日本史

初めまして、千尋(ちひろ)といいます！普段は事務の仕事をしてい
ます。最近は手紙を書くことがほとんどなかったのですが、小中学
生の頃は文通にハマっていたことを思い出し、こちらの村人となら
せていただきました。老若男女問わず、趣味の話から日常の些細
な話までたのしく文通できれば嬉しいです。どうぞよろしくお願い
します！
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俊輔さん
お江戸通り 338番地 2018年2月15日まで

男性
50代

読書、ドラマ・映画鑑賞、園芸、お酒。機会があ
れば星空観察

趣味は電子書籍で読書、動画でドラマ・映画鑑賞、ベランダで園
芸、最近はほどほどにお酒（ビール・ハイボール、日本酒）です。
大勢より少人数や一人でいるのが好きです。 字はあまり、ってい
うか全然下手です(;^_^A 。自分で書いたメモがあとで読めなかっ
たりします。それでも良い方よろしくお願いします。

笹ちまきさん
なにわ通り 177番地 2018年5月15日まで

女性
40代

遠近問わず行ったことのない場所の散策、美味しい
ものの探索など

気がつけば仕事以外のことを人と共有することがなくなり、自分の
中の趣味のスペースを誰かと分かち合えるようになればいいな、と
思うようになりました。 今まで知らなかったことをいろいろ教えて
くださる方や、私の話をひとまず聞いてくださる方を探してみたい
と思っています。

まゆさん
もみじ饅頭通り 51番地 2018年2月15日まで

女性
30代

手芸（初心者です）、読書、スポーツ観戦、鉄道
旅行、ウィンドウショッピング

三歳息子と一歳娘の二児の母です。 自分の時間は驚くほど減って
しまいましたが、家族との時間を大切にしながら色々な性別・年代
の方との文通が楽しみです！ 他にもここには書き尽くせない趣味
や日々の小さな楽しみなど、末永くやり取りできる方とのご縁があ
れば良いなぁと思っています。

羊飼いのうたさん
なにわ通り 178番地 2018年5月15日まで

女性
40代

宝塚､ミュージカル､読書､レトロ､聖書､黙想会、猫､
アニメ､東欧､万年筆､文房具

羊飼いのうたです。夫と高校生の息子、娘と猫3匹と暮らしていま
す。 読書と宝塚(DVDか近くなので観劇に行きます)とミュージカル
と東欧・露と中原淳一や竹久夢二、レトロな物・文具、チッチとサ
リー、クリスチャンの方もいらしたらお話したいです。くまのパディ
ントンや小さな恋の物語好きです。 あなたの住む地域の事を教え
てくださいね。女性の方希望です。

もりこさん
お江戸通り 339番地 2018年2月15日まで

女性
20代

ピクニック、海外の小説、映画鑑賞、キャンプ、お散歩、ピ
アノ、日記、インテリア、旅行

LINEやメールのスピード感があまり好きではなく、小さなころに文
通にハマっていたことを思いだし、登録しました。 仕事後、家事を
終えたあと飲むワインorコーヒーを飲みながらまったりする時間が
至福です。世代問わず色々なお話ができれば嬉しいです。

愛鳥さん
越前通り 12番地 2018年2月15日まで

女性
30代

映画・海外ドラマ鑑賞。食べること、ゲーム、お買
い物

映画とゲームが大好きな30代です。ジャンルはアクション、ホラー、
サスペンス、色々見ますがホラーが特に好き。ゲームはバイオハ
ザードシリーズ、サイレントヒル、ダークソウルシリーズなどをプ
レイしました。ネット社会でオンタイムで返事が返ってくるのが当
たり前の中で、文通という文字に惹かれて登録してみました。趣
味にかかわらず色んな話が出来たらいいなと思います。

コケッチさん
うつくしま通り 36番地 2018年2月15日まで

女性
40代

ガーデニング、マスキングテープ集め

私は季節の花々を育てるのが好きです。 ワクワクするレターセット
や、文具類を集めるのも好きです。 父母を介護しているので、同
じような境遇の方等と文通出来ればと思います。 できれば年齢の
近い方を希望します。

奈緒さん
彩の国通り 157番地 2018年2月15日まで

女性
20代

料理、手芸、散歩、美術館、猫カフェ、クラシック・フラメ
ンコギター、Hey!Say!JUMP

現在大学４年生(文学部)で、就活を終え、父母と80代の元気な祖
母と毎日ゆったり暮らしています。 SNS疲れと手書きの文字での
やりとりへの憧れから登録しました。文通初心者です。 性別や年
代を問わず、様々な方とのんびりやりとりが出来たらなと思います。
日々の出来事やオススメの本・映画等々、どんな話題も歓迎です！
どうぞよろしくお願いいたします。

のんさん
とちおとめ通り 46番地 2018年5月15日まで

女性
50代

映画観賞、スカッシュ

学生の時と結婚してからも携帯がまだ普及していなかった頃から文
通はずっとしていました。でも携帯を誰でも持てるようになると自
然と手紙離れしてしまいもう一度あの頃の様に書けたら‥と思い今
回入会しました。よろしくお願いします！

紺ちゃんさん
お江戸通り 341番地 2018年2月15日まで

女性
40代

バイク 水曜どうでしょう TEAMNACS パン作り 国内
旅行

はじめまして。 手紙を通じて、色々な世代の方とお話で
きたら楽しいだろうなと思っています。 気軽にお手紙頂
けると嬉しいです。 宜しくお願い致します。



第194号 2017年11月15日
　　4

のりんこさん
信濃通り 52番地 2018年5月15日まで

女性
30代

写真撮影、ドライブ、旅行、ハイキング、スキュー
バダイビング

はじめまして！仕事柄、毎日メールを何通も送るのですが、字を
書くことが好きで、文通をはじめたいと思いました。文通は全くの
初心者ですが、このサイトを通じてたくさんの方と交流が持てたら
と思います。日本語でも英語でも文通可能です。よろしくお願いし
ます。

ふみふみさん
ちょるる通り 27番地 2018年5月15日まで

女性
30代

映画·ドラマ鑑賞、旅行、読書

学生時代の楽しかった手紙交換を思い出し入会しました。
最近は特に行ったことない、新しい場所に行ってみたく、
開拓中です。 年齢·性別問わず、日常をゆっくり交換し
あえたらと思います。

みずももさん
彩の国通り 158番地 2018年5月15日まで

女性
50代

紙物・切手収集、京都、御朱印、塗り絵、基礎英語、ジム、
金爆、ドキュメント番組、甘い物、犬

家と会社の往復、時々ジム通いの毎日。年に数回の京都一人旅や
ライブを楽しみに日々頑張ってます。 好奇心旺盛で、一人でも行
動するタイプです。 ふと誰かに手紙を書きたくなります。 日常の
些細な事や季節の移り変わり、他愛のない楽しいやりとりを、長
文、短文問わず、お互い無理のない範囲で気楽に出来たらいいなっ
て思います。 宜しくお願いします。

裟璃哉さん
六甲通り 125番地 2018年2月15日まで

女性
20代

アニメ鑑賞、ゲーム

男性声優さんが大好きで私の世界は声優さんを中心に回ってます。
アニメ鑑賞や乙女ゲーム、イベント参加してます。 仕事は介護士
をして安い給料を貰いつつオタ活しています。 最近失恋をし、傷
心の為誰かと形になる何がが出来ればと思って登録しました。

財前五郎さん
上州三山通り 44番地 2018年11月15日まで

男性
50代

万年筆(生文字)、釣り(利根川)、他

お久しぶりでした。いぜん村民でしたがいきなり居なくなり、文友
様には大変失礼なことを致しました。とても反省しています。責任
を取る覚悟で、以前と同じペンネームで戻ってきました。これを読
んで怒る人にも笑う人にもごめんなさい。

さえみさん
ピーナッツ通り 160番地 2018年5月15日まで

女性
30代

猫、漢字、妖怪(水木作品ほか)、ジェニー(タカラト
ミー)

気楽に、気長に、やりとりできたらうれしいです。女性
限定。よろしくお願いします。

かおりんさん
常陸の国通り 55番地 2018年5月15日まで

女性
30代

音楽、猫と遊ぶ、漫画、TVゲーム

アラフォー独身です。中学・高校時代は漫画やテレビゲームが好き
で、同じ趣味の方たちと文通をしていました。今は音楽(LUNA
SEA)や猫(2匹飼っています)が好きです。30〜40代の女性の方希
望です。お手紙お待ちしています♪

紫音さん
お江戸通り 342番地 2018年5月15日まで

女性
30代

ひとり旅（国内）、フラダンス、読書、紅茶（フ
レーバーティー）

はじめまして。学生時代にやっていた文通をまたやりたいと思い、
入村しました。気ままな1人暮らしを楽しんでいます。最近、旅行
にはまり、まだ見ぬ景色を求めて国内あちこち出かけています。
読書は江國香織さん、よしもとばななさんをよく読みます。年齢性
別問わず気のあう人と出会えたら嬉しいです。よろしくお願いしま
す。

なをさん
お江戸通り 343番地 2018年5月15日まで

女性
30代

資料館めぐり、マステ収集、読書、創作活動（文
章）

3歳と1歳の子どもを持つ2児の母です。出産のために退職し、文
字をほとんど書くことがなくなり、苦手な漢字が更に書けなくなっ
ており困っております。昔集めたレターセットが残っており、文通
村のことを知り「これだ！」と村民になることにしました。よろしく
お願いいたします。

めりさん
お江戸通り 55番地 2018年11月30日まで

女性
50代

読書、映画、パン作り

読書と映画が大好きです。パンとお料理教室に通って会社以外の
若い方との会話も楽しんでいます。実年齢より頭の中身が若すぎ
るのかも知れません（笑）のんびりと長く続いてゆけるそんな関
係を築いてゆけたらうれしいです。
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さくらさん
常陸の国通り 1番地 2018年11月30日まで

女性
40代

音楽鑑賞、ライブに行くこと、パン屋さん巡り、散
歩

こんにちは。文通のおかげで、いろいろな方とお話しが
でき楽しく過ごしています。日常の話しや趣味の話し、4
才と3才の子供がいるので子育ての話しなどできたらう
れしいです。よろしくお願いします。

なっぱさん
ハマっ子通り 15番地 2018年11月30日まで

女性
40代

もの作り（料理や手芸、すのこ棚まで）、旅行

初めまして、なっぱと申します。毎年ベランダ栽培をしていますが、
今年はさつま芋に挑戦しました。秋から春は野菜や果物を干して
楽しんでいます。旅行は最近お休み中です。みなさんといろいろ
情報交換が出来たら嬉しいです。

北軽さん
しゃちほこ通り 28番地 2018年11月30日まで

男性
40代

お城巡り、週末一人旅、読書

手紙を書くことで自分の生活を振り返ることができて良
いです。あんな事があったな、こんな思いをしたな、と。
毎回届く手紙は楽しく読ませてもらっています。これから
も長くやりとりを続けていければ嬉しいです。

そら★さん
ちょるる通り 8番地 2018年2月15日まで

女性
30代

ガーデニング、家庭菜園、メダカ、お菓子作り、
シール集め

初めまして!!文通が好きで、お手紙を書くのももらうの
も楽しみで、同じ趣味の方や趣味がちがっても色々なお
話ができたらいいなぁと思ってます。よろしくおねがい致
します。

タマさん
古都みやび通り 14番地 2018年11月15日まで

女性
20代

読書、散歩、イラストを書く事、ゲーム

タマといいます。介護職をしています。最近仕事が忙し
く、ゆっくりとしか返事が返せませんが、いろんな方と文
通を楽しみたいと思っています。マイペースで文章もあ
まり上手くありませんが、よろしくお願いします。

風来屋さん
お江戸通り 76番地 2018年11月15日まで

女性
40代

水泳、小説を読むこと、音訳（朗読）、音楽（J
POP）、フィギュアスケート

中学生と高校生の子供、夫、4匹の金魚と暮らす主婦で
す。慌しい日常に何か意味を持たせたいと思い入会しま
した。「動」よりは「静」が好きなマイペース型です。引
き続きよろしくお願いいたします。

さゆみさん
しゃちほこ通り 39番地 2018年1月31日まで

女性
20代

水泳、ヨガ、読書、英会話

趣味で水泳と英会話を習ってます。人とつながることに幸せと喜び
を感じてます。人生いつかは海外に行って過ごしてみたい、そうい
う思いで過ごしてます。海の向こう側、教えて下さい。おいしい
「食」作りも楽しんでます!!

こはるさん
信濃通り 17番地 2018年5月15日まで

女性
40代

マステ、シール、紙もの集め、アロマ、日帰り温
泉、100円ショップ

初めまして。文通を始めて、手紙を書く楽しさや、手紙
をもらう喜びを感じています。なにげない事、短いお手
紙でもいいのでたくさんの方とお話できたら嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いします。

はいからさん
さるぼぼ通り 7番地 2018年11月15日まで

女性
30代

コスメ、映画鑑賞、読書、編み物、刺繍、ペット、
文通

こんにちは、はいからです。手紙のやり取りが大好きです。イン
ドア派ですが、月に1度の劇場での映画鑑賞やデパートのコスメフ
ロア巡りがかかせません。美術展や博物館も好きです。小説は、
ホラーやミステリーが好きです。日常のささいなことや趣味の事な
ど、楽しく文通できたらいいなと思っています。よろしくお願いい
たします。

まあやさん
杜の都通り 21番地 2018年2月15日まで

女性
30代

読書、音楽鑑賞、ハーブ、アロマ、スポーツ

自宅での介護の合い間に、ゆっくりと手紙を書くのが楽
しみの一つです。スローペースにはなりますが、必ずお
返事は書きます。これからも宜しくお願い致します。
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Mokiさん
しゃちほこ通り 46番地 2018年5月31日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、無知無知チャレンジ

こんにちは。お互いのペースで、ゆっくりでも長く文通
が続けられる方を探しています。趣味が違っても色々な
人と色々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。

風貴蘭さん
さるぼぼ通り 9番地 2018年5月15日まで

女性
40代

園芸、御朱印、ディズニー、インコ好き、紙モノ集
め、切り絵etc

仲良くして下さっている文友の皆様、いつも和みをありがとうござ
います^-^文通村に入村して3年目、色んな方々とお話できる事が
宝★であり、大好物となっています！まだまだこれからも今のご時
世の話、身近な話、グチ、悩み等々、昔から友達だったような会
話をしたいと思ってます♡目に留まった方！通りすぎず手紙書いて
みて下さ～い！

べにまるこさん
ピーナッツ通り 51番地 2018年5月15日まで

女性
40代

旅行、ご朱印集め、護摩焚き、じゅん散歩、バス
ツアー、コマ兄弟（妖怪ウォッチ）

以前はメジャーな地も含め、アフリカや中南米、中東など日本人
が少ない地を単独旅行し、野生動物や大自然に癒されましたが、
今は外国人感覚で日本国内の魅力を感じています。特に神社やお
寺に伝統的な美を感じます。こんな旅の話や日常の出来事につい
て、お手軽レターセットでも常に変わらず文友さん達に感謝です!!
こんなやり取りでよければよろしくお願いします。

葉月さん
お江戸通り 106番地 2018年2月15日まで

女性
30代

国内・海外文通、ポスクロ、手芸、ゲーム、パズ
ル誌（懸賞も）、読書、アニメも少々。

趣味が合う合わないどちらでも大歓迎です♪今年は手帳・ノートも
趣味に入りました。今年は専業主婦という時間を利用して色々スキ
ルを磨きます!!趣味話・日常の些細なこと等色々お話しましょう♪私
はデザインのあるレタセ、マステ、シール使用します☆独身・既婚
不問ですが女性のみでお願いします。

メダルチョコさん
彩の国通り 62番地 2018年5月15日まで

女性
50代

ラジオを聴くこと、ソーイング、英語多読、映画
（DVD）、読書、ピアノ

50歳でフルタイムの仕事を辞め、今は自宅で少しだけ仕事をして
います。夫と2人暮し。最近は、子どもの頃10年位習っていたピア
ノを約40年ぶりに楽しんでいます。映画DVDは週2本位。ラジオは
しょっちゅう聴いてます。AM、中でもTBSラジオが多いです。ベテ
ランの方も入村したての方もお手紙お待ちしています。女性の方、
よろしくお願いします。お返事は必ずしています。

鳩子さん
どんたく通り 31番地 2018年2月28日まで

女性
20代

読書、芸術鑑賞、料理

30代に突入したばかりの独身者です。美術館や、コン
サートなどに一人で自由に出かけるのが好きです。仕事
は、介護業界に転職したばかりです。皆様の興味のあ
ることなど、楽しく交流できたら嬉しいです。

シイナさん
常陸の国通り 15番地 2018年2月28日まで

女性
30代

吹奏楽、絵を描くこと、レターセット・マステ集め、
買い物

お互いの好きな事、日常の出来事など色々お話できれ
ばと思います。どうぞよろしくお願いします。

マイさん
彩の国通り 66番地 2018年5月31日まで

女性
30代

雑貨屋・本屋・カフェ巡り、体を動かす、映画、読
書、絵を描く、ものづくり

32歳主婦です。昔から手紙を書くのが好きで、文通村に入会して
から楽しくやりとりさせて頂いてます。趣味や好きなものの話、ま
じめな話や他愛もない話など、気楽にのんびりやりとりできたらい
いなと思ってます。よろしくお願いします。

苺一笑さん
茶畑通り 40番地 2018年11月15日まで

女性
50代

旅、LIVEに行く事、読書、お酒、食、映画etc

最近はお手紙を頂いても、自分を取り巻く環境が目まぐるしく変化
して来てしまって直ぐに返事を書けない事も多くなってしまいまし
たが、そのような状況でもお許し頂けるならこれからもよろしくお
願い致します。文通村生活おだやかに楽しく過させて頂ければ幸
いです。

ちょこちょこさん
めんこい通り 11番地 2018年5月15日まで

女性
30代

読書、家庭菜園、染物、はた織り、手芸、スポー
ツジム通い、音楽（Ｖ6、ジャズなど）

30代仕事人間です｡読書(特にﾌｧﾝﾀｼﾞｰ時代小説、漫画など)､家庭
菜園好き｡和柄､和食､寺社仏閣､伝統工芸品など和風なものが大好
きで､はた織りと染物(草木染め)を始めました｡他に手芸､ﾀﾞｲｴｯﾄ目
的のｼﾞﾑ通い､可愛いぬいぐるみと写真撮影したり｡今興味があるの
は透明水彩とｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞです｡年齢問わず同じような趣味の方との
んびり交流出来たら嬉しいです｡よろしくお願いします｡
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ことのはひらりさん
なにわ通り 84番地 2018年5月15日まで

男性
50代

鉄道・バス旅行、プロ野球観戦（特にパ・リーグ、
女子プロ野球）、カラオケ

日常生活ではかなりの口下手なのですが、文通村で優しいふみび
とさんと巡り会え、楽しく交流させていただいております。いつも、
ありがとうございます。鉄道・バスを使って、これまでに700あまり
の市区町村に足を踏み入れました。野球はオリックスと女子プロ野
球の応援をしています。マイペースで乱雑な文字のお返事となり
申し訳ありませんが、これからもよろしくお願いいたしますね。

はるさん
ピーナッツ通り 84番地 2018年5月15日まで

女性
30代

茶道、読書、トランポリン、スクラップブッキング、
フラワーアレンジメント

いつもお手紙ありがとうございます。手紙を書く楽しさ、届く日の
ワクワク、読む嬉しさを感じています。のんびりと、お手紙を通し
ておしゃべりができたらナ、と思っています。最近はラテアートを
求めて、カフェに行くのが楽しみです。よろしくお願いします。

あじさいさん
茶畑通り 43番地 2018年11月15日まで

女性
40代

文房具、切手、散歩、ドライブ、旅行、読書、映
画、海外ドラマ、ゴルフ

2度目の更新を迎えます。今年新しい家族が増え奮闘中ですが、
ほっと一息つきながらお手紙を読むことがとっても楽しみです。い
ろんなことに興味を持って趣味拡大中。日常の中で新しい発見があ
るとワクワクします。季節の移り変わりで思うことなど、いろいろ
お話できればと思います。

いえもんさん
加賀の国通り 12番地 2018年2月15日まで

女性
40代

嵐（ジャニーズ）、サンリオ、文房具、お笑い、
ＴＶドラマ、馬

笑いのハードルが低い元気な兼業主婦です。夫と高校生の息子の
楽しい家族と文友さんからの「お手紙お待ちしてます」の言葉が心
の支えです。お手紙のペースやレターセットへのこだわりはありま
せん。気軽に声をかけてもらえると嬉しいです。女性限定でお願
いします。

美貴子さん
古都みやび通り 35番地 2018年5月31日まで

女性
40代

英語、海外文通、ポスクロ、映画、韓流ドラマ

好奇心旺盛でいろんなことに興味があります。最近は映
画、博物館が好きでよく行きます。日常の些細なことや
趣味のこといろいろお話したいです。

ちひろさん
お江戸通り 177番地 2018年2月15日まで

女性
20代

散歩、音楽鑑賞、旅行

文通村に入会して約1年が過ぎました。色々な方と文通を通して知
り合えて嬉しく思っています。ふだんはなかなか自分のことを話せ
ないので、お手紙を書くのは楽しいです。お返事がゆっくりになっ
てしまうこともありますが、これからも宜しくお願いします。

ちかさん
信濃通り 31番地 2018年11月15日まで

女性
20代

雑貨あつめ、読書（マンガ・雑誌も）、音楽、ショッ
ピング、ドライブ、旅行

お手紙を通して、沢山の人と日々の何気ないこと、すきなことなど
をお話したいです。最近はレターセットやマステを集めること、万
年筆で文字を書くことにはまっています。休日はネコとごろごろし
ながら本やマンガを読んですごしております。どうぞよろしくおね
がいします。

えりこさん
どさんこ通り 62番地 2018年5月15日まで

女性
30代

カフェでのんびり、お手紙に関する紙もの探し（便
箋・切手・マステなど）、ハワイ

珈琲を飲んだり、本を読みながらカフェでのんびりするのが至福の
時間です。また、ハワイの風景や音楽が昔から好きで、勝手に第
二の心の故郷にしています。現在は小さなお寿司屋でパート勤務
をしながら、夫とワンコ1匹とともに北国でのんびり暮らしています。
日常の何気ない出来事など、ゆったりお話しさせていただけまし
たら幸いです。

イチゴさん
ハマっ子通り 80番地 2018年5月31日まで

女性
30代

音楽鑑賞、ペットと遊ぶ、ウォーキング

主人とペット（猫・うさぎ）と暮らしている専業主婦です。
今お手紙くださっている方ありがとうございます。これ
から出逢う方も楽しみにしています。お互いにマイペー
スに文通できたら嬉しいです。

涼恵さん
しゃちほこ通り 95番地 2018年4月30日まで

女性
40代

文通、ゲーム、懸賞応募、旅行

今年1月に出産を終え、ドタバタの毎日です。合間にお
手紙、ゲーム、懸賞と楽しみをとりいれていきたいと思っ
ています。いろいろな方とお話したいです。よろしくお
願いします。
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いろはさん
お江戸通り 198番地 2018年2月15日まで

女性
30代

文通、ショッピング、ファッション、ドラマ鑑賞、女
子会、ネイル、ジム通いなど。

こんにちは。手紙を書いたり、お返事を待つ時間が大好きな32歳
主婦です。5歳と0歳の娘と夫の4人家族です。国内・海外ドラマを
観ながらまったりしたり、季節の散策や、美味しいものを食べに行
くのも楽しみです。レターセットや、マステ、シール類も大好きで
集めています。共通の趣味がある方、そうでない方とも日常の些
細なこと、お互いの好きなこと、色々お話できたら嬉しいです♡

まみさん
相模ハマっ子通り 12番地 2018年2月15日まで

女性
30代

カラオケ、音楽を聴くこと

いつも楽しく文通をさせていただいてます。日常の事を話したり聞
いたりする事がこんなに楽しいなんて♪文友さんには感謝していま
す。これからもいろんな年代の方とお話しできればなと思っていま
す。宜しくお願い致します。

ちゃあさん
茶畑通り 46番地 2018年5月15日まで

女性
40代

ゲーム（ドラクエ）、アニメ、マンガ、TMR、キス
マイ、ディズニー、ドール

1回目の更新が終了し、「あ!!」と言うまに2回目の更新
です。ゲームはドラクエが大好き。マンガは黒執事。キ
スマイは玉森君のファンです。趣味が合う方、年齢性別
問わず、お手紙お待ちしています。

あんずさん
お江戸通り 203番地 2018年5月15日まで

女性
30代

観劇（主にミュージカル）、映画鑑賞、テレビ、
文具屋巡り

こんにちは。毎月お手紙が届くのを楽しみにしています。
趣味の事や、日常のお話など色々お聞かせください。こ
れからもどうぞよろしくお願いいたします。

きりんさん
相模ハマっ子通り 21番地 2018年11月30日まで

女性
40代

サッカー観戦、劇団四季鑑賞、旅行、クラリネット
を吹くなど

メールやLINEが流行っている今、肉筆の温かみのある文
通に惹かれて入村しました。同じ趣味の方、そうでない
方、老若男女問わず色々な人のお話を聞きたいので、
気軽にお手紙ください。よろしくお願いします。

中原文也さん
お江戸通り 228番地 2018年11月15日まで

男性
20代

詩作、読書、小説執筆、絵画制作、イラスト制作、
殺陣

小説を書いたり読んだりする事が好きです。太宰治など無頼派の
作家が主に好きです。小説は電子書籍で出版したりもしています。
詩や絵画やイラストなどの芸術関係の事なら何でも好きです。自
分で絵も描きますし、見るのも好きです。ネットの濃いつながりに
疲れた所、このサイトを見つけました。のんびりとやりとり出来れ
ばと思います。

りんご大好きさん
相模ハマっ子通り 41番地 2018年5月15日まで

女性
40代

散歩、自然のある所に行くこと、家ヨガ、簡単レシ
ピ本のチェック

いつも文通のやりとりをしてくださっている皆さま、本当にありが
とうございます★しばらく返信できておらず申し訳ございません。
皆さんのメッセージがうれしく日々の活力となっています。初めて
の子育てにバタバタと余裕がなく、お手紙する間隔が空いてしまう
かと思いますが、今後ともどうぞよろしくお願いします。

ゆかりごはんさん
なにわ通り 128番地 2018年5月15日まで

女性
30代

スノボ、釣り、アウトドア、旅行、買い物、USJ、アニメ、
ゲーム、ラーメン、カラオケ、ネイル

これからも楽しく文通村の方とお手紙の交換をしたくてまたまた更
新いたしました。仕事で忙しく返事はゆっくりめになってますが、
まだまだ色々な方と文通村をキッカケにお話したいです。子供の
有無や趣味が違っていても気にしません。お手紙お待ちしておりま
す。

はるさん
もみじ饅頭通り 36番地 2018年2月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、音楽、アニメ、レターセット集め

久しぶりに文通をしてみたいなと思ったので入村してみました。年
齢問わず色々な方と繋がれたら嬉しいです。自分のまだ行ったこと
のない土地のことも知りたいなぁと思っています。趣味の他には、
すみっコぐらしやサンリオなど可愛いものが好きです。趣味の合う
方もそうでない方も、ぜひよろしくお願いします。

オカリナさん
平城京通り 21番地 2018年11月30日まで

女性
60代

イラスト（マンガ）描き、ビーズでアクセサリー作
り、テレビゲーム、旅行

たまにマンガを描いたり、詩作もします。ねこが好きで2匹（1匹
は保護ねこ）飼っています。絵本やファンタジー小説も好き。旅行
をよくします。いろんな土地の方とお友達になって情報をもらった
ら、また旅に出る楽しみが増えるので、よろしくお願いします。
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ぱんださん
お江戸通り 238番地 2018年5月31日まで

女性
20代

カフェ巡り、雑貨集め、料理、旅行、紅茶

とにかく食べることが好きで、家で作ったり、おいしいお店を探し
たりするのが趣味です。オススメのお店やレシピがありましたら、
ぜひ教えていただきたいです。また、紙もの雑貨を集めるのも好
きなので、小さなプレゼント交換仲間も募集中です。

さくらさん
なにわ通り 130番地 2018年5月31日まで

女性
40代

漫才、落語などのお笑い、手芸、お菓子作り
（少々）、フィギュアスケート（ＴＶ観戦）

笑いと昭和歌謡が大好きなアラフィフです。好きなテレ
ビ番組、音楽、愚痴、不満、時事ネタから日々のたわ
い無い事など楽しくお話し出来たらと思います。世代は
問いませんが女性限定でお願いします。

リクさん
きびだんご通り 43番地 2018年5月31日まで

女性
20代

漫画、アニメ、ドラマ、文房具集め、音楽を聴くこ
と

漫画・アニメは主に少年・青年向けをよく見ています。文房具はマ
ステ、シール、付箋、ポストカードなど色々集めています。切手
も好きで、好みのデザインのものはつい買ってしまいます。音楽
は主にJロック、Jポップが好きで特にスピッツをよく聴いています。
どうぞお気軽にお手紙ください。お待ちしておりますm(_ _)m

どらさん
彩の国通り 109番地 2018年5月31日まで

女性
40代

手紙、文房具店めぐり、猫

きなこさん
なにわ通り 133番地 2018年3月15日まで

女性
40代

手芸

手芸は鞄を作ったり刺しゅうをしています。時々手作り市にも行き
ます。好きなこと、物は韓国ドラマ・雑貨屋めぐり・ラジオ
はFM802・ボーダー・水玉・ジーパン・ブラウス・パスタ…たくさん
あります。文通で好きなこと、日々のことなどいろいろなお話が出
来たらいいなと思っています。女性の方よろしくお願いします。

まいきーさん
ピーナッツ通り 126番地 2018年2月15日まで

女性
20代

着物 ディズニー ガーデニング 旅行 手芸 文房具 ル
ピシア 猫派

更新手続きに失敗していました…。お手紙くださった方申し訳あり
ません。。 超初心者ですが、着物が大好きです！見ているだけで
うっとりします(*^^*)切手とレターセットの収集癖があるので、こち
らで文通友達ができたら嬉しいです。 20代後半、既婚者です(^^)
よろしくお願いいたします。

ももみるくさん
茶畑通り 60番地 2018年11月15日まで

女性
30代

読書、ガーデニング、スポーツ観戦、釣り、旅行

初めまして。子供の頃に文通をしていたのですが、
久々にまたやってみたくなったのと、もっと視野を広げて
沢山の人達に出会いたいことから入村しました。色々な
話をしましょう。よろしくお願いします。

ふゆさん
相模ハマっ子通り 51番地 2018年4月30日まで

女性
40代

読書、音楽鑑賞、ゲームなど

はじめまして。 手紙を書くのも文通するのも20年ぶりになります。
久々過ぎて酷い有り様だと思いますがご容赦ください。 少々オタ
ク気味ですが最近のものは詳しくないです。 テディベア、電子小
物、文具等が好きです。落書きの勉強中。ゲームは目が疲れるの
で簡単なアプリかブラウザものくらいです。

くるりさん
どさんこ通り 100番地 2018年5月15日まで

女性
50代

ご朱印　旅行　カフェ巡り　家庭菜園　紙物収集

のんびり自分の時間を楽しみたく、相手の方を思いなが
ら素敵な時間を過ごせるそんなお手紙交換ができる方
字が上手ではないですがよろしくお願します。

もりころさん
お江戸通り 260番地 2018年11月15日まで

女性
40代

フラ、韓流(ドラマ、K-POP）、文房具（特に万年
筆）、美術館、読書

早いものでお試し期間の半年もあっという間に過ぎ、多くの方が書
かれている「ポストを覗くのが楽しみ」を体験しております。状況
によっては返信をテンポ良く返せたり、遅れたり、とする事もあり
ますが、双方向のやり取りを楽しみたいと思っていますので宜しく
お願い致します。
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えっこさん
上州三山通り 33番地 2018年5月15日まで

女性
40代

読書、DVD鑑賞、ジャニーズ嵐、手芸、ガーデニ
ング、温泉、コストコ、メルカリ

夫、高校生の息子と娘、猫1匹と暮らしています。日々のちょっとし
た出来事やたわいない事を自分を飾らずにお話しができたらいい
なと思っています。内向的な性格なので楽しく心が温かくなれるや
りとりがしたいです。よろしくお願いします。

ちづるさん
相模ハマっ子通り 53番地 2018年5月15日まで

女性
20代

読書、料理、裁縫、漫画、アニメ、ゲーム、スポー
ツ、謎解き

幼い頃に友達としていた文通が懐かしくなり、入村しました！仕事
が多忙だったりするため返信がゆっくりになることが多いですが、
色々な方と沢山お話ができることを楽しみにしています。好きなこ
と、聞いてほしいこと、いっぱい話しましょう！

有寿さん
紀州通り 10番地 2018年5月15日まで

女性
40代

ドライブ、楽器演奏、カフェめぐり、ネットショッピ
ング

3人の子育ての合間にお手紙を書くとリラックスできています。文
通村の文友さん、いつもありがとうございます。いろいろな話をし
てポストをのぞくのが楽しみになるようなやりとりができると良い
なと思っています。年齢・性別問わずまだまだたくさんお手紙くだ
さい！お返事必ず致します。よろしくおねがいします!!

ゆーこっこさん
きびだんご通り 45番地 2018年5月15日まで

女性
30代

読書、旅行、ミュージカル、宝塚歌劇団、劇団四季、アニ
メ、マンガ、ディズニー、ゲーム

宝塚歌劇団とミュージカルとディズニーが大好きです。
文通は初めてなのですが、同じ趣味の方々(勿論違う趣
味の方々も！)と文通し、自分の世界を広げていきたい
です。よろしくお願いします。

香織さん
彩の国通り 127番地 2018年5月31日まで

女性
30代

読書　映画鑑賞　散歩　カフェ　お菓子作り　音
楽鑑賞　茶道

はじめまして。本は最近、江國香織さんや川上弘美さん、村上春
樹さんを読んでいます。映画はDVDではなく映画館に行って観るの
が好きです。お互いに無理なく、ゆったりと日常のささやかな事や
趣味の話等ができたらと思っています。末永く文通できる方に出会
えると嬉しいです。よろしくお願いします。

水引草(みずひきそう）さん
さがん通り 8番地 2018年5月31日まで

女性
80代

古文書の勉強、プール、手紙を書くこと

今年で米寿を迎えました。先日は痴ほう症の検査を受け、お陰さ
までこの年ですが30点中29点の点数をもらい、又自信をもって生
きる勇気をもらいました。しかし最近はやはり足腰の衰えの為に、
外へ出る機会も少なくなり寂しさを感じていた時に娘がこの文通村
を勧めてくれました。ぜひ縁があっていい文通友達に巡り合えて、
今後も趣味の一つになれればと願っています。

かまどさん
しゃちほこ通り 108番地 2018年11月30日まで

女性
30代

読書、アニメ鑑賞、映画鑑賞、簡単な手芸、庭い
じり、旅行、雑貨

ラジオで文通村が紹介されており、手紙を書いてみたくなった対人
関係に悩むコミュ障です。漫画、アニメ好き、映画はほぼDVDで
鑑賞。インドア派ですが旅には出たくなるので旅行はちょい行きま
す。郵便が届くタイミングによっては返事をお待たせしてしまうか
もしれません。素敵な方々とのご縁が長く続きますように。どうぞ
よろしくお願いします。

ボウさん
しゃちほこ通り 116番地 2018年4月30日まで

女性
40代

切手、レコード、DepecheMode、手芸（お休み中）
ラジオ、雑貨、お酒、珈琲

普段はポスクロや海外ペンパルたちと交流してます。自己流でカ
クテル作って晩御飯作りながら立ち飲み（1杯以上飲めませ
ん）Taliskerというスコッチが最近のお気に入り。50,60,70年代の
古い音楽、物が好きです。シンガポール5回、アメリカ3回、スイ
ス等に行きました。最近海外に行く機会がありません。物が壊れる
と自分で修理します（見よう見まね）

遊戯人慶次郎さん
信濃通り 49番地 2018年5月15日まで

男性
30代

一人旅、旅行、野球、ハイキング、読書、ドライブ、ネット
を見ないで旨い飲食店を探すこと

文通は心浮き立ちますね。やりとりの速度が遅い分、印象に残り
ます。 僕の一番の趣味は一人旅です。自転車で日本一周、四国
遍路、東海道を坂東から京へ歩く、スペインを横断するカトリック
巡礼道を歩く等しました。生涯旅人のつもりです。 今年は、信濃
國へ移民し、美しい山と山道運転と旨い果物と蕎麦と米と酒(下戸
ですが)を楽しんでます。

あいさん
お江戸通り 290番地 2018年11月15日まで

女性
30代

美容、文具（紙物）、ベイプ、読書、絵画制作、
ぬりえ、ほぼ日手帳

手紙は下手ですが丁寧に書かせて頂きます。ロングレターになり
がちなもののポストカードも嬉しいです。趣味は広く浅くで好奇心
旺盛。趣味のことだけじゃなく些細な出来事もお話しましょう。気
軽にお手紙を頂けると嬉しいです。大人のぬりえ（コロリアージュ）
が好き。マステ、レタセ、シール、スタンプを集めるのが大好き
でお手紙や手帳に貼って楽しんでいます。
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まんまさん
上州三山通り 37番地 2018年2月28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。

りりぃさん
砂丘通り 8番地 2018年5月31日まで

女性
20代

ライブ、旅行、書道、読書

早いもので、初めての更新です。現在文通をしてくださっている皆
さま、ありがとうございます。今後も年齢性別問わず、たくさんの
方と様々なお話ができたら嬉しいです。お手紙のやりとりがお互
いの楽しみになりますように☆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 2018年5月31日まで

女性
40代

昭和ＴＶまんが、クラシック、ジャニーズ、ステー
ショナリー、読書

弓弦（ゆづ）はです。NEWS、山P、タキツバ、キスマ
イのFCに入ってますが他のJもイケます！ジャニーズ以
外でもいろんな方と文通したいです。いただいたお手紙
には必ずお返事しています。

のりっぴぃさん
越後通り 34番地 2018年5月31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、100均

お試しで始めて沢山の方とお手紙をやり取り出来て嬉し
い毎日です。まだまだ皆さんといろいろな話をしてみた
いので皆さんからのお手紙お待ちしています！いいご縁
がありますように♪

ゆかさん
六甲通り 111番地 2018年5月31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 2018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

これまで出会った方、これから出会う方、色んな方とのやりとりを
楽しみにしています。読んだ本を紹介しあったり、地元や旅行先の
話をしたり、おいしいレシピ情報を交換したりできると嬉しいです。
異なる趣味をお持ちの方ともお話してみたいです！

青りんごさん
上州三山通り 39番地 2018年2月28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 2018年11月30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。


