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次回12月の回送は年内最後の発送と
なるため、15日ではなく、18日の発送
（事務局へは16日までに必着）とな
りますのでよろしくお願いいたします。

　　2

ねじりんさん
どんたく通り 97番地 2018年5月31日まで

女性
30代

文房具集め、野球観戦、子どもと散歩、カフェ、
お菓子

文字を書くことがすきで(下手ですが)、デジタルじゃないお手紙を
書きたいなーと思っていたところに、この文通村を知りました。趣
味って言えるほど、長く続いているものや、得意なものはないので、
趣味探しが長く続いています(°o°:)子どもがいて、今は育休中にな
ります。他愛もない話しか出来ないと思いますが、文通友達になっ
てください！良いご縁がありますように★

留希さん
ピーナッツ通り 161番地 2018年5月31日まで

女性
30代

絵を描くこと 文章を書くこと 旅行 犬猫好き 映画観
賞

小学生の子供がいるワーママです。同じ年代の子供がい
る方、主婦の方と文通してみたいです。よろしくお願い
します。

よもぎ餅さん
杜の都通り 54番地 2018年2月28日まで

女性
30代

イラスト、アート、画材、タキシードサム、カービィ、ゲー
ム、映画鑑賞、園芸、漫画アニメ、美容

文通の楽しさにはまりました。絵文字風のイラストを添えてカラフ
ルな手紙が書きたいです。ご当地自慢、名産品について聞くのが
好きです。出来れば30代から上の女性とのやりとり希望です。イ
ラスト交換（手紙がメインで）もできれば尚嬉しいです。

エンドーさん
信濃通り 53番地 2018年2月28日まで

男性
30代

カフェ、インテリア、お笑い、カメラ、旅行

地方でローカル番組をつくる仕事をしています。文通初
心者ですがよろしくお願いします。ひととの不思議なご
縁と、あたたかみ、ささやかな刺激を味わってみたいと
思っています。

朱里さん
上州三山通り 45番地 2018年5月31日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、カラオケ、旅行

はじまして。形式などはあまりわかっていませんが、 手
紙を書くことが好きです。手紙を通じて色んな方と 交流
ができたら、嬉しいです。よろしくお願いします。

知乃さん
越後通り 39番地 2018年5月31日まで

女性
30代

洋裁、写真撮影

はじめまして。昔はよく文通をしていて、手紙がくるのが楽しみで
仕方ありませんでした。今は姉妹のママしています。介護職、育
休中です。字はうまい方ではないですが、楽しく文通ができたら
な、と思います。よろしくお願いいたします。

たろっとさん
なにわ通り 179番地 2018年2月28日まで

女性
40代

色鉛筆画を描く。タロット占い。アコギの練習。ラ
イブ鑑賞。

個人的にタロット占いがよく当たるので自分でもしてます。 ですが
一人でしてても何の進歩もなくつまらないです。そこで タロット占
いが好き！って方がいらっしゃればお知り合いになりたいです。あ
とはギターも好き、なんて趣味が合えば最高ですが。誰かいらっしゃ
るかしら？色鉛筆画は教室に通って５年ほど経ちます。最近はオリ
ジナルの絵を考えるのに苦労してます。主婦です。

くうさん
うつくしま通り 37番地 2018年2月28日まで

女性
20代

筋トレ、化粧研究、映画観賞、アニメ、漫画、バ
スケ

保育士をしながら、自分が夢中になれることを模索中です！最近、
失恋をしたので、気分を変えて自分の世界を広げたいと思い、入
会してみました。年齢性別問わず、様々な人と文通してみたいと
思っています。仕事が忙しく、お返事が遅くなってしまうこともある
かもしれませんので、ご理解いただける方のみよろしくお願いしま
す！
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あーちゃんさん
常陸の国通り 56番地 2018年2月28日まで

女性
30代

美味しいものを食べること、音楽を聴くこと、ラジ
オ、ヨガ、読書、ドライブ

はじめまして。昔から手紙を書くことが大好きでした。ポストに自
分宛の手紙が届いていたときのわくわく感は今でも忘れません。可
愛い切手を見ると手紙を書く予定がなくても、つい買ってしまいま
す。仕事は事務職です。色んなことを学ぶことが好きです。最近
のマイブームは、お弁当作りとしいたけ占いです。色んな話が出
来たら、と思っています。女性の方限定でお願い致します。

シマネコさん
常陸の国通り 57番地 2018年5月31日まで

女性
40代

猫、ジャニーズ、野球観戦、多肉植物、家でのん
びり過ごす

はじめまして。夫と子供(２人)と猫たちと暮らす専業主婦です。10
年前までは文通が趣味でした。社交的な性格ではない私です。手
紙を通して 飾らず お互いの好きなことや日常のことをお話できた
ら嬉しいです。年齢は問いませんが 女性の方のみでお願いします。

よなよなさん
お江戸通り 344番地 2018年2月28日まで

女性
20代

旅行、アニメ、漫画、映画鑑賞、読書（活字中
毒）、撮影、絵葉書集め

初めまして、よなよなです。留学生として日本に来て、学生時代
にお手紙をたくさん書きましたので、最近だんだん懐かしくなりま
した。好奇心旺盛で理解できない事があればすぐ調査に移るほど
の行動力持ちです。 16歳以上の方ならば、誰方も歓迎です。個
人情報を詳しく詮索する事なく、偶然同じ屋根の下で雨宿りしてい
る人間のように、楽しくおしゃべりしたいと思います。

空遠くさん
相模ハマっ子通り 105番地 2018年5月31日まで

男性
30代

料理、珈琲、写真、語学、育児（娘が３歳）

字が下手です。 PCを早く打つ練習やスマホの早打ちはしても、字
をキレイに書こうとはしてきませんでした。 日本人なのに、日本
語をまともに書けない…。 最近それが凄く寂しいことだと思うよう
になりました。 汚くても、時間はかかっても、丁寧に丁寧に心を込
めて返信します。

ビラロさん
かすていら通り 21番地 2018年2月28日まで

女性
20代

動物観察、宇宙、マシュマロ、ブラックコーヒー、文房具類、
スーパーでお菓子コーナー、段差昇降

文字を書くのは好きなのに書く機会がありません。SNSも苦手
でTwitterやFacebookは登録していません。手書きの文字って素
敵だと思います。 アイドル、韓流、EXILEは苦手です。 年齢は全
く問いません。2年近く同じマシュマロを食べ続けています。ここま
で続いたのは初めてでビックリしてます(笑)ナマステ〜のお店で働
いています

野良作さん
古都みやび通り 65番地 2018年5月31日まで

女性
20代

映画、テレビ、音楽(ロック、ジャニーズ)、写真、カメラ、
食べること、お酒、料理、スヌーピー

興味のあることは沢山あるんですが趣味と呼べるものはあまりなく
て、昔から手で何かを書くというアナログな作業が好きだったので、
文通村への入村を決めました。色々な方のお話が聞けたら嬉しい
です！ 野良作(のらさく)です。よろしくお願いします！

うづさん
お江戸通り 345番地 2018年2月28日まで

女性
40代

散歩 読書 ヨガ 喫茶店で空想すること

はじめまして。手書きの良さはその人の人となりが伝わ
ることですね。社会の変化が早いなか、のんびりほっこ
りお付き合いできたら幸せです。よろしくお願いします。

やぁやさん
お江戸通り 346番地 2018年2月28日まで

女性
20代

読書、料理、旅行、映画鑑賞、音楽、雑貨屋巡り、
カフェ巡り

はじめまして。 やぁやと申します(^^) 普段の日常の中で感じた些
細なことから文通だからこそ話せる内緒話等... 色々な方と文通を
通して楽しくやりとりさせて頂けたら幸いです。 宜しくお願い致し
ます(*^^*)

さくみさん
相模ハマっ子通り 106番地 2018年2月28日まで

女性
30代

お買い物、散歩、日記をつけること、文房具、レ
タセ、文通

０歳の娘がいる主婦です。育児の合間に自分の時間で日記をつけ
たり、お手紙を書くことが大好きで落ち着きます。文通は学生時
代から大好きで、色々な方とお友達になって文通をしたいと思って
登録しました。 可愛いレタセを使って文通するのを楽しみにしてま
す。長文も大歓迎です♪

水芦ちひろさん
日向の国通り 14番地 2018年5月31日まで

女性
30代

読書(宮本輝　宮尾登美子　三浦綾子他） TOKIO
宇多田ヒカル　中島みゆき　

結婚のため地元を離れ隣県に来た主婦です。 年齢を問わずさまざ
まな方と交流したいです。 読書が好きで、週に一度図書館でボラ
ンティア活動をしながら読みたい本を探しています。 趣味は親孝
行 遠くにいる両親のことをいつも思っています。 よろしくお願いし
ます。
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ユウさん
お江戸通り 347番地 2018年2月28日まで

女性
30代

読書、音楽鑑賞、ぬりえ、ノート筆記、キーボード、
美術館巡り

初めまして。日々のことを、のんびりとやり取りしたい
なと思って入りました。ちょっと真面目で堅いところもあ
る私ですが、よろしくお願いします。

あきさん
きりたんぽ通り 17番地 2018年2月28日まで

女性
20代

映画鑑賞、ミュージカル鑑賞、読書

はじめまして、あきと申します。 文通初心者ですが、文通ならで
はのゆったりとしたやりとりに憧れて入村しました。 映画鑑賞が趣
味で、興味を持ったものはジャンル問わず見ています! 年代性別問
わず、色々な方とお話できれば嬉しいです。よろしくお願いします

よしさん
茶畑通り 67番地 2018年2月28日まで

男性
50代

90年代以前の洋画、海外TVドラマ、しばいぬ、ネコ、水泳、
ロック（60-80年代洋楽）

BSでやっている懐かし洋画好きです。柴犬飼ってます。田舎住ま
いなので趣味にこだわらずたわいもない出来事や風物などでお話
できればよいですね。あと悪性リンパ腫治療中なので、同じ闘病
中の方がいらっしゃればよろしくです。

もみさん
常陸の国通り 58番地 2018年5月31日まで

女性
40代

縫いもの、庭いじり、パン屋巡り サッカー観戦、
観劇、音楽鑑賞(JPOP)

はじめまして。 最近はPC、スマホだけで連絡を取り合うことがな
んだか味気なく思うようになり手紙を書くことを楽しみたくなりまし
た。 色々な年代の方と気楽にお話し出来たらいいなと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

えんぴつねこさん
お江戸通り 348番地 2018年2月28日まで

女性
30代

字を書く、絵を描く、切手、文具、万年筆、紙もの集め、ス
クラップ、コラージュ、ほぼ日手帳

30代ワーキングママ、二人の子供がいます。字や絵を書く事が大
好きです。文具店に行ってはステキなレターセットや文具を見ると
心ときめきます。スクラップやコラージュするのが好きです。オシャ
レで可愛い手紙、ワクワクするような手紙を書きたいと思っていま
す。文具や字を書くことが大好きな方、お気軽にどうぞ宜しくお願
い致します。

ちろるさん
相模ハマっ子通り 107番地 2018年2月28日まで

女性
20代

音楽鑑賞、live、映画鑑賞、お菓子作り

昔はレターセットを集めること、手紙をかくことが好きで
した。大人になって、買っても意味ないと思っていました
が、また好きだったことを始めたいと思って登録しました！

たかみちさん
お江戸通り 349番地 2018年5月31日まで

女性
20代

読書、音楽、落書き、文通、おしゃべり、まんが

はじめまして、名前は男の子みたいですが、女の子です。手書き
の文通がとても好きではじめました。年齢性別問いませんのでぜ
ひみなさんと文通できればな。と思っています。少し絵を描いたり
漫画を読んだりしています。

まなみさん
ちょるる通り 28番地 2018年2月28日まで

女性
30代

読書、文章を書くこと、映画鑑賞

はじめまして。文通の経験はありませんが、ゆっくりと
文章を書く1人の時間が好きで始めてみたいと思いまし
た。好きな本や映画の話、日常の話などいろんな話題
を話していけたらなと思います。よろしくお願いします。

み～さんさん
桜島通り 21番地 2018年2月28日まで

女性
50代

旅行、読書、クロスステッチ（手芸）

はじめまして。私は人見知りがあり、たくさんの友だち
ができるほうではないので、お手紙を通していろんなお
話しができたらうれしいです。よろしくお願いします。

38期さん
茶畑通り 68番地 2018年5月31日まで

男性
40代

料理、食べ歩き、裁縫

日々をよりよく過ごすために、色々の悩みや楽しみを語
り、励まし合える仲間に出会いたいと思います。宜しく
お願いします。
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あさひさん
お江戸通り 13番地 2018年11月15日まで

女性
40代

ゲーム、買い物、おうちでボーっと過ごす事

コーヒーや紅茶を飲みながら、のんびり手紙を読んだり
書いたりする時間が大好きです。仕事は仕事、家事は
家事。その他の時間を楽しみながら過ごしていきたいと
思っています。よろしくお願いします。

ニーナさん
茶畑通り 13番地 2018年6月30日まで

女性
40代

お菓子作り、編み物、散歩、愛猫とまったりする、
将棋の棋譜を読む

少しのんびり屋で、とてもおっちょこちょいなニーナと申
します。ゆったり・ほんわかな気持ちでお手紙の交換が
出来たら嬉しいです^^　　お友達になってください。

ゆとはさん
ピーナッツ通り 24番地 2018年3月15日まで

女性
30代

ゲーム、マンガ、100均でショッピング

自己紹介の更新ができずじまいで、申し訳ありませんで
した。 小２の男の子と年長の女の子のママです。愚痴
なり育児話がお話しできたらないいな。と、思っていま
す。よろしくおねがいします。

れんこんやさん
さるぼぼ通り 4番地 2018年6月15日まで

女性
50代

ガーデニング、手芸、パズル（漢字）

現在62才、ずいぶん長い文通村の生活になりました。まだ、現役
で仕事しながら独身の子ども達、2匹の犬の世話にあけくれており
ます。最近、遅筆がちですが、見捨てず、おつき合い下さい。体
力・気力のおとろえが気になるお年頃になりました。頑張ります。

あおいさん
茶畑通り 17番地 2018年6月15日まで

女性
30代

文通、レジンクラフト、イラストを描く、小説執筆、
手芸、トイデジカメ、ゲームなど

初めまして｡こんにちは｡お手紙で何気ない話をするのが好きで10
代の頃から文通をしています｡男でもなく､女でもない､どちらの形
にもあてはまらない無属性で､男とか女とか形にとらわれない生き
方を日々模索しながら目指しています。手芸やクラフトなど､作る
のが好きです｡カメラはこの頃あまり写真を撮れてないのですが､
電柱､ﾏﾝﾎｰﾙの蓋などを撮るのが好きです｡音楽を聴きながら創作を
するのが好きで高橋優さんとかｾｶｵﾜさんの曲とかよく聞いています｡
お手紙を通していろいろな方とお話ができたら嬉しいです｡

琳雅（旧：亀のこのこ）さん
ピーナッツ通り 40番地 2018年12月15日まで

女性
40代

神社仏閣めぐり、国内外ひとり旅、イラスト書き、リメイク
手芸、リメイクでレタセ作り、ヨガ

今までお手紙交換していただいてる皆さん、本当にありがとうござ
います。これからは、本格的な体質改善を目指し、ぼちぼち動き
ます。今までは、生き方を切り替え、スローライフを目指し、亀
のこのこを名乗ってましたが、台湾でもらったこの『琳雅』という名
前が気に入っているので、切り替えます。では、これからもよろし
くお願いします。

里さん
どさんこ通り 27番地 2018年12月15日まで

女性
40代

読書、食べること、温泉

40代後半の里と申します。読書大好き（主に海外ミステリー）。
手紙大好き。猫大好き。な私です。大学生と中学生の子供がいて
パートで働いています。いろんな方と交流出来たら嬉しいです。な
お、女性のみでお願いします。

よっちゃんさん
茶畑通り 21番地 2018年12月31日まで

男性
60代

パソコン通販

暇な時間を過しています。文通でお友達ができたらよい
と考えています。よろしくお願いします。

ちぇんさん
どさんこ通り 29番地 2018年6月30日まで

女性
30代

文房具集め、刺し子、郵便局巡り、鉄道旅行、ポ
スクロ、切手

はじめまして。月2回ポストに手紙が届くワクワク感を楽しみにして
います。日常生活で感じたことを何でも良いのでお話ししませんか？
SNS全盛期の今だからこそ、ゆっくりした時間を共有したいです。
どうぞよろしくお願いします。

白樺さん
彩の国通り 60番地 2018年6月15日まで

女性
30代

読書、美術館めぐり、創作活動少々（ファンタジー）

早いもので更新の時期となりました。仕事ですさんだりした時に
お手紙をもらうとほっこりしますね。美術館は主にモネやルノワー
ル、印象派の絵画展に行っています。創作活動は小説っぽいもの
を書いていますが、最近はお休み気味で、もっぱらいろんな小説
を読んで過ごしています。これからもよろしくお願いします。
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ちゃたろうさん
平城京通り 10番地 2018年12月15日まで

女性
30代

風景印・小型印収集、マスキングテープ、文房具、
パズル雑誌など

文通村に入村して、3年目になりました。たくさんの方と出会え、
楽しい日々です。まだまだ私の知らないことがたくさんありそうで
す。日常のこと、動物（特に犬！）、音楽、趣味、グチ、何でも
構いません。最近、海外ドラマにハマっています。超スローペース
ですがよろしくお願いします。

レモンバームさん
しゃちほこ通り 55番地 2018年6月15日まで

女性
50代

庭仕事、読書、食べること

わたしは「暮しの手帖」の世界観が好きです。つれづれ
なるままに好きなもの・ことについて「今月のわたし通信」
なるものも書いています。どうぞよろしくお願いします。

みらさん
とちおとめ通り 18番地 2018年6月15日まで

女性
20代

カラオケ、料理、おしゃれ、お出かけ

20代主婦です.結婚相談所で働いています。お寿司が大好物！！
可愛いものやおしゃれなものも好きですが、最近節約生活始めた
ので控えていますｗお手紙は長文派で、お相手と趣味が合わなく
ても楽しくやりとりしたいです。待ってます！

イルカさん
彩の国通り 74番地 2018年3月15日まで

女性
60代

旅（主に京都）、手作り市巡り、読書（少しだけ）
漱石

マイブーム（小鳥グッズ集め）。女性限定で。

せいちゃんさん
六甲通り 47番地 2018年6月15日まで

女性
50代

ノルディックウォーキング

歩く事と働く事が好きです。あ、車の運転も好きです。
新しい事が始めたくて村人になってみました。よろしくお
願いします。

ゆうさん
どさんこ通り 39番地 2018年6月15日まで

女性
50代

音楽鑑賞、ピアノ演奏、自然を眺める

りんごさん
六甲通り 49番地 2018年6月15日まで

女性
50代

映画、読書、絵本、海外ドラマ、ラジオ

相手の事を考えながら手紙を書いたり、お返事を待つ間
のワクワク感が好きです。絵本で癒やされる時もいいで
すね。日常の小さな出来事をお話できたら嬉しいです。

兄貴十八番さん
相模通り 36番地 2018年3月31日まで

男性
60代

ドライブ

海あり山あり川ありの土地柄ですが結構せっかちです。
学生時代以来の文通でワクワクしてます。

こうこさん
どんたく通り 38番地 2018年6月30日まで

女性
40代

手紙を書くこと、簡単な料理作り、ラジオを聞くこ
と、紅茶

全国の文通してくださっているみなさま、いつもありがとうござい
ます。地方の四季を一緒に感じられしあわせです。届いた手紙を
開ける時のワクワク感をずっと続けていきたいので、趣味や日々の
出来事などお話しできたら嬉しいです。楽しみに待ってます♪

ぼのぼのさん
どんたく通り 39番地 2018年6月30日まで

女性
50代

絵画、DIY、ガーデニング

子供達も社会人となり、ようやく自分の時間が出来て何かしてみ
たいけれどまだ具体的に実行出来ずもやもやしています。そんな
中たまたまTVで文通の話題が流れていました。高校時代を思い出
して手紙を書いてみたい、貰ってみたいと思いました。
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えりいさん
うつくしま通り 17番地 2018年6月30日まで

女性
50代

紙雑貨作り、大人の塗り絵、映画＆ドラマをみる
こと

文通村は楽しいです。そしてとてもありがたいです。こ
れからも、お手紙を通していろいろなお話ができたらう
れしいです。女性の方、よろしくお願いいたします。

ブリコさん
きりたんぽ通り 7番地 2018年6月30日まで

男性
60代

絵画、菜園

文友さんありがとうございます。手紙を書いたり、ポス
トを開ける楽しみをいただいております。普段の何気な
いお話の中から土地柄や季節の移ろいを感じたいと思い
ます。これからも、よろしくお願いします。

きなこさん
ピーナッツ通り 75番地 2018年12月31日まで

女性
50代

読書

２回目の更新の時期がやってまいりました。字を書くということが
仕事柄機会に恵まれているのにいざ手紙というとスムーズに言葉や
漢字が浮かばず年齢を感じている今日この頃です。文通を通して
四季の移ろいや何気ない日々をやり取り出来たらと思っております。
今は老猫介護に追われる日々すごしております。よかったらお便り
お待ちしております。

悠さん
お江戸通り 141番地 2018年6月30日まで

女性
40代

文具・マステ・ポスカ集め、カリグラフィー（西洋書道）、
絵画鑑賞、消しゴムはんこetc

はじめまして、悠（はるか）と申します。40代、残念（?!）独女
です。あっという間に初めての更新となりました。かなりあっとい
う間だったので今回はすこし長めにしました。収集癖が弱冠あり文
通を始めてから「インク」が加わりました。美文字・美文章には程
遠いですが、よろしくお願いします。

ちっこい まつきさん
平城京通り 12番地 2018年12月31日まで

女性
40代

美術鑑賞、万年筆、読書、ドラマ

大学の通信教育で哲学を勉強中です。（ようやく卒業がちょっとだ
け見えてきました！）読書は勉強本中心になっており、着物、写
真、ジョギングも好きなのですが、近ごろはなかなかできてませ
ん。あとScoLarの洋服が好きです。息子の影響でウルトラ怪獣や
仮面ライダー等の特撮が好きになりました。これからもよろしくお
願いします。

風のリボンさん
伊勢通り 18番地 2018年12月15日まで

女性
60代

クラシック音楽鑑賞

仕事を辞め、専業主婦になりました。夫とのんびり二人で暮らして
います。趣味は音楽鑑賞、読書、文通、料理です。日本中の同年
代の方とお友達になれたら嬉しいです。お便りお待ちしています。
どうぞよろしくお願いいたします。

ゆこりんさん
どさんこ通り 58番地 2018年6月30日まで

女性
60代

読書、ペン習字、英語多読、パソコン

読むことも書くことも大好きです。本はジャンルを問わ
ず何でも読みます。パソコンではホームページ、ブログ
をやっています。手書きの良さに触れたくて文通村の住
人になりました。気軽に文通しましょう。

のりこさん
めんこい通り 16番地 2018年12月15日まで

女性
40代

手紙を書くこと、読むこと 自然観察（山、空、星）

家族構成は、夫・息子（20歳と高２）娘（中３・小１）義父母と
住んでいます。気軽に愚痴をこぼしたり、美容と健康の話や子育
ての話など、日常のこと、いろいろお話できたら嬉しいです。年
齢は問いませんが、女性限定で宜しくお願いします。

りゅうさん
しゃちほこ通り 84番地 2018年6月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞（クリス・ハート/アンジェラ・アキ）、ダ
イエット

結婚して3年。今更ながら、料理の腕を上げるべく、クックパッドを
参考に日々奮闘中です。 オフィス清掃のパートをしてます。 興味
を持ったことには、とことんハマり、 納得する領域に達すると（自
己満足）、あっさり熱しやすく冷めやすいB型です。 女性の方限定
で、日々の出来事等、お話出来たら嬉しいです。よろしくお願いし
ます。

はなぴょんさん
ピーナッツ通り 95番地 2018年3月15日まで

女性
30代

プロ野球観戦、Liveに行く、スイーツ

はじめまして。字は上手じゃないし、あまり言葉も知らないですが、
お手紙を書くのは大好きです。全国の方とお手紙で仲良くなれる
のを楽しみにしています。何気ない日常の事など、色々お話ししま
しょう！おハガキも大歓迎ですよー。
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芽衣さん
彩の国通り 96番地 2018年6月15日まで

女性
30代

音楽を聴くこと、本を読むこと、クラシックバレエ

いつもお手紙ありがとうございます。お返事がなかなか
書けず申し訳ありません。これからもよろしくお願いい
たします。

もっぷさん
ピーナッツ通り 96番地 2018年6月30日まで

女性
20代

読書。レタセ集め。食べ物のサイトや大食い動画
見ること。

本が好きで、伊坂幸太郎さんや辻村深月さんなど、よく読みます。
動物も大好きです。最近魅力に気づいた一人旅ですが社会人になっ
てからは全く行けず…まだ三回しか経験がありません…。が、人
の話を聞くのも好きなので、旅に限らず一人行動が好きな方など、
いろいろ行った場所の体験談など聞いてみたいです。趣味が違う
方も大歓迎です。よろしくお願いします。

みやこわすれさん
お江戸通り 190番地 2018年12月31日まで

女性
60代

レシピ作り、読書、パズル、文通、旅行

実家の処分が終わり、パソコン教室に通いはじめました。
カーブス通いと自宅の片付けがこれからの仕事です。そ
れらが終わったら、やっと大好きな手芸ができます。目
標に向かって1歩1歩前進中です。

ベアさん
彩の国通り 98番地 2018年6月30日まで

女性
40代

100均、節約、ショッピング、ラジオを聴くこと、折
り紙

勤めていたパートを辞めて、専業主婦となりました。そ
れを機会に節約生活に燃えています（笑）。やりくり上
手を目指しています！100均大好き主婦。折り紙で色ん
なものが折れるようになりたいです。

青空さん
ピーナッツ通り 97番地 2018年6月30日まで

男性
80代

短歌、カラオケ、音楽（世界の民謡・クラシック）

万年青年を自負している、人生のおつりを生きてる八十代です。
漢検一級に挑戦中、短歌、カラオケも好きです。色々な話をして
見聞を広めたいです。どうぞ宜しくお願いします。追伸・文通の中
からカラオケのデュエットが歌えたら素的です。

ススキさん
相模ハマっ子通り 17番地 2018年5月31日まで

女性
20代

創作イラスト・漫画描き、読書、美術館や博物館、
鉱物、神社、レターセット

手書き、アナログ画材で漫画やイラストを描くのが大好きです。
文房具店でレターセットを見るのも楽しみです。創作好きな方、そ
うでない方も趣味が合いそうでしたら、ぜひ文友になりましょう。
最近は、花や庭の観賞、児童文学、人形なども好きです。気が向
いた時のお返事で大丈夫です。ゆるやかな交流ができたら嬉しい
です。

じゅんさん
古都みやび通り 47番地 2018年11月30日まで

女性
20代

料理、カラオケ、旅行、漫画、映画鑑賞、お
酒etc…

京都在住、色んな方とお話しするのが元々好きで、現在接客業で
店長として働いています。多趣味で常に何かに興味を持って生きて
います(^^)根はオタクで漫画やアニメが好きなので、ご理解のあ
る方だと嬉しいです。まずはゆっくり雑談でもいかがでしょうか？
日々の何気ない事でも、是非聞かせてください。

ビックさん
とちおとめ通り 34番地 2018年6月15日まで

男性
40代

カラオケ、野球観戦、日帰り旅行、座禅、瞑想、
マジック、その他いろいろ

時の流れが早いものです。2回目の更新になります。文通を楽しく
させていただいています。手紙を書く時、文章を書くよりイラスト
を書くのが楽しくなりました。思うどおりに書けない時があります
が、一つ一つ心をこめて書きますので、よろしくどうぞ。

ゆうさんさん
お江戸通り 239番地 2018年6月15日まで

女性
40代

手芸（ミシンを使った小物・あみ物）

今の時代はスマホが主流ですが、お手紙のやりとりが新
鮮に感じます。また新しい出会いがあるのを楽しみにし
ています。

しろねこさん
お江戸通り 244番地 2018年6月30日まで

女性
40代

文通、インターネット、少女漫画、ディズニー、
ミュージカル

はじめまして。ディズニープリンセスが大好きなので、
同じプリンセス好きさんとお話ししたいです。どうぞよ
ろしくお願いします。
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Ruiさん
相模ハマっ子通り 47番地 2018年2月15日まで

女性
30代

絵画鑑賞、読書、おいしいものを食べること♡

はじめまして｡おいしいものを食べるのがとにかく大好きです♡お
土産で一番好きなのは「博多通りもん」です｡手紙を書くのが好き
で高校のときの友達とずっと手紙のやりとりをしています｡いろんな
方とも知り合いになって自分の知らないようなこと､たわいのない
こと､身近な人には話せないようなこと､変わった話､色々お話が出
来たら嬉しいです｡年齢性別問わずお手紙お待ちしております｡

ふじおれさん
相模ハマっ子通り 57番地 2018年6月15日まで

女性
30代

カフェでのんびり、ゲーム（３ＤＳ・スマホ）、読書、雑誌
パズル、万年筆＆インク、野球観戦

苦手な家事は「献立決め」、夫と二人暮らしのインドア主婦です。
文友さんとの交流がとても充実していて、さらに多くの方と年齢性
別趣味頻度を問わず他愛もないやりとりを楽しみたいと思っていま
す。はがき、一筆箋、余ってしまった便箋や封筒の詰め合わせで
も大丈夫。楽しさ重視でお手紙やりとりましょう♪

まほろさん
六甲通り 102番地 2018年6月15日まで

女性
40代

舞台鑑賞、ランニング、トールペイント

こんにちわ。 旦那と二人暮らしのまほろです。 家と会社の往復生
活のルーチン化した毎日に新たな風を感じたくて文通村初参加で
す。 ふとした日々の事なんかをツラツラやり取りできたらいいなぁ、
と思います。

ニトさん
お江戸通り 271番地 2018年6月15日まで

女性
30代

ガーデニング、旅行、水泳、テニス、ドイツ語学
習

ガーデニングが趣味で、通年ではゼラニウムやシクラメン、その
他季節毎に原種のチューリップやネモフィラなどを育てています。
休日は植物の手入れ、水泳（競泳？）や、ドイツ語を勉強してい
ます。テレビはドラマを主に見ています。１７年間ピアノも習って
いました。動物も好きです。楽しく色々な話題が出来たらと思いま
す。

あこさん
お江戸通り 272番地 2018年6月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、旅行、インテリア、洋楽、JAZZ、
カフェ巡り、ペーパークラフト

小さい頃から手紙を書くことが大好きでした。現在も、手書きでメッ
セージを添えたり、お礼状を書いたり、些細なことを大切にしてい
ます。趣味の話はもちろん、昔から誰かの相談に乗ることも特
技(?)のようなので、お一人お一人とのんびり語り合っていけたら
嬉しいです。

リコラさん
どさんこ通り 107番地 2018年3月15日まで

女性
20代

ゲーム、雑貨、文房具、動物、コレクション、整理
整頓

テレビゲーム（和ゲー洋ゲー問わず）で遊ぶ、色んな物を集める、
動物を見る・愛でることなどが好きです。犬を１匹飼っていて、現
在はポケモンとスプラトゥーン２にハマり中。映画や音楽なども好
き。ハガキや小さめな便箋での交流も大歓迎です！字ヘタですが、
よろしくお願いしますm(_ _)m

こぶたちゃんズさん
なにわ通り 153番地 2018年12月31日まで

女性
30代

韓国ドラマ、ハンドメイド（子供用品、小物）

小学1年の息子と年長の娘と今年3歳の息子のママをしています☆
彡文通に興味があって色んな人と知り合いたいと思ってます（＾＾）
趣味は、子供らが寝たあとに録画している韓国ドラマを見ることや
子供の袋やマスクなどを作ったりするのが好きです♪まだまだ作れ
るのは少ないのでどんどん挑戦して作れるものを増やしていきた
いです（＾＾）

まなさん
どさんこ通り 114番地 2018年5月31日まで

女性
20代

アニメ、アプリゲーム、雑貨集め(マステ等)、手芸、
旅行

初めまして！文字を書くのが好きで入村しました。楽しい話題を文
字でお話出来たらと思います(*^^*)最近はアプリのゲーム(女性向
け)にハマっています♪趣味はアニメや漫画を見る事や雑貨集めで、
たまに手芸をしたりします。あと美味しいものが大好きです(笑)動
物は猫が大好きです！よろしくお願いしますm(_ _)m

かおるさん
常陸の国通り 48番地 2018年5月31日まで

女性
20代

海外ドラマ、ポストカード集め、楽器、雑貨屋巡り

動物全般が好きで犬を2匹飼っています。男女年齢問わ
ず色々な人と文通したいと思っています。ポストカード
ミニレター大歓迎です！

まさまささん
ちょるる通り 24番地 2018年11月30日まで

男性
20代

ピアノ、読書、温泉、旅行

特技はクラシックピアノが弾けることです。どのような
方とも気軽にやりとりしたいと思っています。お返事が
遅れることがあるかもしれませんが宜しくお願いします。
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のんたさん
お江戸通り 298番地 2018年5月31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ﾍﾟｰｽで!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｡
最近ﾄﾞ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!

CHOCOCOさん
なにわ通り 162番地 2018年2月28日まで

女性
40代

マステ・文具集め（特にそえぶみ箋が好き）・
時々バイク（中型自動二輪免許あり）

今回初めて更新しました。 フルタイムで働くシングルマザーです。
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。 ゆっくりペースですが、いろんな
人と楽しく文通できれば･･･と思っています。

百日紅さん
ピーナッツ通り 143番地 2018年2月28日まで

女性
50代

お香、温泉、カフェめぐり、自分軸見つけ

初更新を迎えました。お付き合いいただいてる文友さんに感謝で
す。手書きの文字の温かさ、これからも大切にしていきたいと思
います。「人生半世紀」の節目を迎えますが、「怒」「哀」より「喜」
「楽」を多く語れたら嬉しいです。「幸せ探し」お付き合いください。

おかきさん
お江戸通り 304番地 2018年6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 2018年12月15日まで

女性
40代

カフェめぐり、音楽鑑賞、ラジオを聞くこと、カラ
オケ、旅行

カフェでゆっくりすごすことが大好きな40代主婦です。
文通を通じて、みなさんと楽しい時間を持てたら、と思っ
ています。よろしくお願いします。

あいっこさん
お江戸通り 305番地 2018年6月15日まで

女性
40代

文房具(マステ・紙モノ)、切手・風景印収集、音楽鑑賞・ライ
ブ観戦、ペット(うさぎ)、旅行

介護系の仕事をしている主婦です。字を書くことが好き
で、文通で他愛もない話や共通の趣味の話などができ
たら嬉しいです。年齢問わず色々な方とやり取りがした
いです。よろしくお願いします。

夢虫さん
彩の国通り 144番地 2018年6月15日まで

女性
50代

読書、自然散策、映画（DVD鑑賞）、星や月を見
ること

文通村に入村し、いろいろな方とお話しできる喜びを感じておりま
す。四季の移ろいを感じ、小さな生き物たちとの出会いをくり返し
ながら私自身も生かされております。犬四匹とメダカと生活してい
ます。引き続き色々な方々との出会いの喜びを共有させて下さい。

ひめここさん
どんたく通り 88番地 2018年3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

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。100均好きで休みの度に行っては何か買っています。音楽は昔
からVROCKとかゲーソンとか東方系が好きで、気付いた時には後
戻りできず未だに誰とも話が合いません。サンリオとかディズニー
好きです。ジブリもよく見てます。色んな方とたくさん話したいで
す。お互いのペースで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 2018年6月15日まで

女性
40代

SMAP、演劇・映画・美術鑑賞、旅行、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。

ミントブルーさん
彩の国通り 146番地 2018年6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。 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。
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うめこさん
なにわ通り 167番地 2018年6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。

こまさん
相模ハマっ子通り 80番地 2018年3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。

ぽっくるさん
お江戸通り 307番地 2018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。

志希さん
しゃちほこ通り 127番地 2018年6月30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。

みとりさん
もみじ饅頭通り 45番地 2018年6月30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

文通村に入村して初めての更新になります。文通初心者ですが、
少しずつ文通の楽しさが分かってきました。 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。よろしく
お願いします。

smile(すみれ)さん
どんたく通り 91番地 2018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！

すみれさん
六甲通り 116番地 2018年6月30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。

千都さん
ちゅら海通り 3番地 2018年6月30日まで

女性
30代

特撮、物書き、カフェ、読書、音楽、武術、中国語
(台湾)、ウルトラマン、怪獣

あっという間の更新月です。これからも宜しくお願い致します。ウ
ルトラマンへの情熱はそのままに、平成シリーズは殆ど制覇★マイ
ノリティで変わり者ですが、前向きに笑顔を心掛けています。趣味
などが違っても何かにトコトン夢中で、それを励みに頑張っている
方。ほのぼのと無理のない文友になって頂けたら嬉しいです。

京極梨衣辺さん
相模ハマっ子通り 89番地 2018年6月30日まで

女性
10代

イラスト、読書、漫画、Jリーグ、AKB48等、空想、地域擬
人化、レタセ・可愛い物集め

京極梨衣辺です。きょうごくりいべと読みます(笑)好きに呼んでも
らって構いません(笑)イラスト描くの好きです。デフォルメとかイメー
ジ画をよく描きます。オリキャラを作るのも好き！読書はラノベ好
きです。最近サン宝石にハマってます！趣味が合う方はもちろん、
私と仲良くしてくれる方、ぜひ手紙で文通したいです！

まこさん
彩の国通り 149番地 2018年6月30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　



第195号 2017年11月30日
　　12

つぐみさん
しゃちほこ通り 130番地 2018年6月30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

12月末で初めての更新なので早々に更新手続きさせて頂きました。
やり取りして頂いている方々、いつもお世話になっています。毎回
楽しみにPOSTを開けています(笑)これからもどうぞ宜しくお願い致
します。初めての方々とも楽しくやり取りできれば幸いです。(^^)


