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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。
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さくらさん
きびだんご通り 42番地 2018年8月31日まで

女性
30代

ピアノ、英会話、アンチエイジングなど

ツイている人、絶好調な人、目標に向かって前進してい
る人、この様な方と交流していきたいです。ポジティブ
な内容でしたら、話題は問いません。よろしくお願いい
たします。

ゆうかさん
しゃちほこ通り 141番地 2018年5月31日まで

女性
50代

読書、猫大好き、海外ドラマ、ミステリー、散歩

日本各地のいろいろな人、年齢関係なく、たくさん手紙
でおしゃべりしたいです。猫と犬両方飼っています。
日々の生活に変化がないので手紙を通して、たくさんの
人から刺激をもらえたら、嬉しいです。

美倫さん
お江戸通り 381番地 2018年5月31日まで

女性
20代

音楽、読書、カフェ巡り、ラテアート、ショッピン
グ、写真、ネットサーフィン

こんにちは！20代後半の社会人です。楽しみを作りたくて、文通
をはじめました。毎日を丁寧に過ごすことが目標です。日々淡々と
した生活なので、新しいことを知りたい、色々な方々と関わってみ
たいです。みなさんとも色々なお話しをしたいなと思っています。
マイペースですが、よろしくお願い致します(^^)

はるさん
さぬき通り 21番地 2018年5月31日まで

女性
20代

読書、文房具、音楽鑑賞、動物観察、散歩

はじめまして、はると申します。田舎の大学に通っています。趣味
のことから日常の何気ない出来事まで、気軽にお話しできたら嬉し
いです。性別・年齢に関わらず、様々な方と交流できるのを楽しみ
にしています。よろしくお願い致します。

はるにゃんさん
土佐の国通り 14番地 2018年5月31日まで

女性
60代

推理小説を読むこと、珈琲をたてること、絵画観賞

中学校時代文通に憧れていました。でもその機会もなく精神的・時
間的にゆとりが出来た時、時代はパソコンになっていました。 パソ
コンは便利ですが、もっとゆっくりとしたアナログ生活も楽しみた
いと思う今日この頃です。

さっこさん
しゃちほこ通り 142番地 2018年5月31日まで

女性
40代

カフェ巡り、絵(人と動物の似顔絵、風景)、スーパー銭湯、
猫カフェ、ボランティア、婚活

仕事は現在、フルタイムで働いております。趣味は似顔絵で、描
ける所を個人で探し、あればボランティアします。癒しは、スーパー
銭湯や猫カフェです。今回の文通もその一貫です。同年代の女性
の方々や、親御さんに悩む子供達(私は子無しですが、その事で悩
んできました)とお話してみたいです。

まさまささん
相模ハマっ子通り 134番地 2018年5月31日まで

男性
40代

旅行、格闘技、野球観戦、音楽観賞、ドラム、英
会話、

はじめまして、神奈川県川崎市に住んでいます。国内や、
台湾旅行、アメリカ旅行がすきです。最近は、近場の
旅行が増えました。たくさんの方と知り合いたいと思っ
ています。宜しくお願いします。

さあやさん
ピーナッツ通り 178番地 2018年5月31日まで

女性
30代

コーヒー、アロマ、もの作り、散歩、映画鑑賞、
ドラマ鑑賞

はじめまして。6歳と2歳の男の子がいて、育児や家事をしながら、
毎日のんびりと過ごしています。 好きな物は、コーヒーとアロマ、
赤ワインを少したしなみます。 あと不器用ですが、何か物を作っ
たりするのも好きです。映画を観たり、ドラマを見るのも好きで
す。 よろしくお願いします。
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みねばさん
伊勢通り 32番地 2018年8月31日まで

女性
50代

音楽（聴くのも奏でるのも）、映画鑑賞、散歩 絵
を描くこと、字をかくこと

はじめまして。みねば、と言います。 絵を書いたり、字を書いた
り・・・が大好きです。全て自己流ですが。。。 私の自然体の姿を
出せるので、あえて教室に通ったりはせずに自分なりに好き勝手
に書いています。 どうぞよろしく。ご縁があっての手紙のやり取り
ができたら・・・楽しみにしております。

タヌキさん
火の国通り 21番地 2018年5月31日まで

男性
10代

ドライブ、お話

車が好きで時間があれば遠出のドライブをしています。
また、自分の考えを他人に話して笑ってもらうのも好き
です。文通初心者ですが宜しくお願い致します。

カクタスさん
六甲通り 127番地 2018年5月31日まで

女性
40代

読書、音楽、映画鑑賞、

夫と二人暮らしです。外国文学、70年代の音楽、海外ド
ラマが好きです。親の介護も少し。楽しい事を少しずつ
やって自分の機嫌をとるようにしています。

りゅうりゅうさん
お江戸通り 384番地 2018年8月31日まで

男性
60代

酒を飲むこと、妄想文や妄想詩を書くこと

文章の好きな若い人達にわたしの妄想詩を贈りたい。そ
していろんな事について文を通して語り合いたい。

亜芽さん
どさんこ通り 140番地 2018年8月31日まで

女性
20代

ハンドメイド、音楽・映画・ドラマ・アニメ鑑賞、料理、お菓
子作り、ドライブ、読書(漫画も)

こんにちは！日々の何気ないことや趣味の合う方と手書
きのやりとりをしたいと思い入村させて頂きまし
た(*^ω^*)色々な話が様々な方とできたらなと思います！
よろしくお願いします＼(^^)／

ゆうきさん
どんたく通り 108番地 2018年8月31日まで

女性
50代

読書

よろしくお願いします。

まひろさん
なにわ通り 194番地 2018年8月31日まで

男性
50代

読書

宜しくお願いします。

ほむらさん
相模ハマっ子通り 135番地 2018年5月31日まで

女性
30代

音楽（ひとりカラオケ、ピアノ、ギター）、カメラ
（写真）、web、ファッション

こんにちは、ほむらです。最近、自分が意外と人と話すのが好き
なことと、割と文章を書くのが好きなことに気が付きました。共通
の話題がある方ともそうでない方とも、いろいろなお話をしたいで
す。すみませんが女性のみの募集になります、よろしくお願いしま
す。

かおぞ〜さん
相模ハマっ子通り 136番地 2018年5月31日まで

女性
20代

旅行、食べること、掃除、ホームセンター巡り、ド
ラッグストアー巡り、など

はじめまして。かおぞーです。24歳、既婚（子なし）です。年の
離れた夫とミドリガメ（♀）と暮らしています。とんかつ屋さんで
働いています。 また文通をしたいな、と思っていたところ文通村を
ご紹介いただき、入村しました。 気になった方、お便りお待ちし
ています。老若男女誰でもウェルカムで〜す

さよさん
ピーナッツ通り 179番地 2018年8月31日まで

女性
30代

野球観戦、音楽鑑賞、マステ、フレークシール、
セーラームーン、ディズニー

初めまして!昔やってた文通を再びやりたくなって入村しました｡字
はそこまでｷﾚｲではないですが､色々お話が出来たらなと思ってい
ます☆野球はｼﾞｬｲｱﾝﾂ､音楽はGLAYが好きです(*^-^*)(女性限定で
お願いします)
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∞心∞さん
しゃちほこ通り 143番地 2018年8月31日まで

女性
40代

散歩、読書、音楽鑑賞（関ジャニ∞好き） カフェ巡り、ショッ
ピング、文通、ブログ、など

初めまして。∞心∞と申します。 のんびりマイペース屋、ゆったり
とした時間が好きです。 文通友達さんが欲しく文通村に辿り着き
ました。字や文章は下手ですが、書く事は好きです。 全国各地の
方と、お友達になりたいです。 メンタル持ちではありますが、日
常生活に支障はありません。気になさらない方、どうぞ宜しくお願
い致します。仲良くして下さい(*^_^*)

きりんさん
なにわ通り 195番地 2018年5月31日まで

女性
30代

珈琲、服、シンプルな暮らし、Eテレ、5時に夢中

こんにちは。以前はデザインの仕事をしていましたが、結婚・出産
を期に派遣で事務の仕事をしつつ、のんびり子育て(育休)中です。
何か自分のための時間を作ろうと入村しました。日々の何気ない
出来事を共有できたら嬉しいです。

白玉さん
古都みやび通り 72番地 2018年5月31日まで

女性
30代

音楽鑑賞、楽器演奏、読書、てづくり、人間観察

春から小3になる息子と２人暮らしで、日々仕事や家事に追われて
ドタバタ暮らしています。小学生の頃に行ったこともない遠くの街
の方と文通していたことがあり、またそんなことが出来たら素敵だ
と思い入村しました。 多趣味で、色んな事に興味があります。性
別年齢問わず、日常の出来事やあなたの街のニュース等なんでも
良いです、ゆっくりと優しいやりとりができると嬉しいです。

ちこちゃんさん
越中通り 19番地 2018年5月31日まで

女性
20代

料理/パン作り/ネイル/スピ系/着物/キャンプ/旅行/掃除/男
子フィギュア/華道/外食

初めまして、文通は学生時代以来になります。 マイペースなので
お返事は遅いかもしれませんが気長にお待ち下さい。 心を込めて
綺麗な字でお返事したいと思います。 ＝＝私事＝＝ 既婚者で子な
し転勤妻、２匹のダックスを飼っています。 最近は着物に目覚め、
日本の文化に興味を持っています。 同じような趣味、境遇、感性
をお持ちの方であれば嬉しいです。

とりさん
お江戸通り 385番地 2018年8月31日まで

女性
30代

読書(特にミステリー)、漫画全般、寺社仏閣めぐり、
歴史、レターセット集め

はじめまして。30代の共働き主婦、夫婦ふたり暮らしをしています。
学生時代の文通の楽しさが忘れられず、思いきって入会しました。
手紙好きが高じて、すてきなレターセットにも目がありません。趣
味が合う方も、そうでない方も、たくさんの方とお手紙を通じてふ
れ合えることを楽しみにしています。年代問わず、お気軽にお手紙
をいただけるとうれしいです。

なおたんさん
彩の国通り 180番地 2018年5月31日まで

女性
50代

文通　映画鑑賞　音楽鑑賞　文房具　御朱印

はじめまして　文通は学生時代にしていました。 色々な
話題で文通が出来たらと思います。 どうぞよろしくお願
いいたします。

じゅんじゅんさん
とちおとめ通り 50番地 2018年5月31日まで

女性
30代

ディズニー、文通、レターセット&マステ集め、字
を書くこと、お出掛けすること

初めまして☆ 学生の頃から、文通することが好きで…さらに文通
出来る方を増やしたいと思い登録しました(*^^*)ディズニーやサン
リオ、かわいい物が好きです。楽しく無理なくなりたいなぁ〜♪女
性限定でよろしくお願いします。

かなかなさん
どさんこ通り 141番地 2018年5月31日まで

女性
50代

プチ洋裁、プチピアノ、きめこみパッチワーク、和紙での小
物作り、一人町ブラ、昔のドラマを見る

お手紙のやりとりにはあたたかさを感じますね。最近、子供の頃
母が縫ってくれた洋服がうれしかった事を思い出し洋裁を始めたり、
小学生の時買ってもらったピアノを弾いてみたりしています。ペコ
ちゃん、ミッフィーが大好きで、ハンカチやソックスを見ると思わ
ずニッコリ、ほっこり、買っちゃいます。文通はゆったり、ゆるゆるっ
て感じで続けられたらうれしいです。

みるくさん
彩の国通り 181番地 2018年5月31日まで

女性
40代

本屋、雑貨屋 お菓子(作るのも食べるのも) テレビ
を観ること

はじめまして。お店でレターセットを見つけるとついつ
い買ってしまいます。 肩の力を抜いた文通で、ステキな
繋がりたくさん広げられたらいいな。 かわいいもの好き。
よろしくお願いいたします。

ひな菊さん
六甲通り 128番地 2018年8月31日まで

女性
30代

散歩、ハイキング、水泳、動植物と触れ合うこと、ラジオを
聴きながら家事をすること、など

２度の離婚を経て、１人で子供達を育ててゆく道を選びました。
自分らしく、平凡な毎日を丁寧に過ごすよう努めながら、子供と共
に日々成長できるよう奮闘しています。 幅広い年齢の方と(特に人
生の先輩方と)お手紙を通して様々なお話しが出来ればと思ってお
ります。
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みっちゃんさん
いよかん通り 25番地 2018年5月31日まで

女性
20代

読書 鉄道 ひとり旅 野球観戦

はじめまして。 私は仕事が休みの日は大体カフェで読書
をしてます。 特に文芸書が多いですね。 また一人旅が
好きで、前回は東北へ行きました。 こんな私ですがど
うぞ宜しくお願いします☺︎

たんぽぽさん
なにわ通り 196番地 2018年8月31日まで

女性
60代

自然観察、ウオーキング、旅行、着物(着付け、和裁)、物
作り(手芸、洋裁、木工)、お花

「やってみなはれ」精神で、興味ある事や思った事、心惹かれた事
をどんどんやってみて、自分の殻を破って可能性を広げ未知との遭
遇を果したいです。色々な人との交わりが化学反応を起こし深み
ある、人に貢献出来る人生を目指しています。

すみれさん
琵琶湖通り 19番地 2018年5月31日まで

女性
20代

読書、街歩き、寺社仏閣めぐり、博物館&美術館
めぐり、犬&猫

初めまして、すみれと申します。小中学生の頃にはまった文通をも
う一度したいと思い、思いきって入村しました。 20代の社会人、
主人と2人暮しです。 読書は月に1~2冊程度、街歩きをして寺社め
ぐりをたまにしています。 文字を書くのはあまり上手ではありませ
んが、好きなことや日常あったことなどゆるりとお話できればと思
います。どうぞよろしくお願いします。

すずらんさん
信濃通り 62番地 2018年8月31日まで

女性
40代

映画鑑賞、音楽鑑賞、読書、カフェ巡り、散歩、
旅行、英会話

休日は、本屋さん併設のカフェで読書や書き物など、ひ
とり時間を楽しんでいます。

ゆうたろうさん
古都みやび通り 73番地 2018年5月31日まで

男性
20代

カメラ(フィルム)、書道、観光、街歩き、読書

はじめまして。学生をしています。 何か新しいことをし
てみたいと思い、入村しました。文章を書くのはあまり
得意ではありませんが、どうぞ、よろしくお願いします。

はちさん
茶畑通り 85番地 2018年5月31日まで

女性
20代

絵画鑑賞、美術館巡り、イラストを描くこと、読書、
漫画、北欧雑貨、映画鑑賞

初めまして、はちといいます。 絵画関係の仕事に携わっています。
趣味でイラストも描くので、お好きな方がいましたら是非交換いた
しましょう！ 昭和の漫画、昭和歌謡、洋画も好きです。 年齢性別
等不問です。日々の生活から趣味の話までゆるりと、永く続けて
いけたらと思います。

花にゃんさん
お江戸通り 386番地 2018年8月31日まで

女性
30代

落語、ゲーム、漫画、ハロプロ、料理、考えるこ
と

オタクカルチャー全般が好きです。休日は落語を聴きに
行ったり、料理をしたりしています。匿名での文通は初
めてですのでドキドキですが、楽しめたらと思います。
よろしくお願いします。

ハツミさん
しゃちほこ通り 144番地 2018年5月31日まで

女性
20代

小説執筆、万年筆、手帳、ウォーキング、アロマ
テラピー、紅茶、SF科学、恋の話

優雅に貧乏を楽しむ夢追い人です。読書はあまり得意で
はありませんが、このペンネームは『ノルウェイの森』か
らです。年齢、性別問わず、様々な世界の日常に触れ
たいです。

雨屋さん
杜の都通り 65番地 2018年8月31日まで

女性
30代

古本屋、パン屋、献血、競馬、写真、映画、音楽、
長編、切手、葉書、風景印、炭水化物

字を書いて好きなことや大切にしてるものをちょっとずつ交換して
みたくて。大好きな作品についての長い手紙や、忘れられない一
節を添えたポストカード、撮れてうれしかった写真、おいしかった
料理の作り方。その時の気分で、ちょうどいい塩梅のやりとりがで
きたら。家が大好きだけど時おり夜行バスや１８きっぷで遠出し
ます。雨女なのでたいてい降られてばっかりです。

ふみびとさん
茶畑通り 87番地 2018年8月31日まで

女性
30代

本を読むこと、文字を書くこと

高田郁さんの著書や「末ながく、お幸せに」あさのあつ
こ/著、「あん」ドリアン助川/著を最近読みました。絵本
作家のヨシタケシンスケさんの世界観が好きです。Eテレ
「0655」をみています。



第200号 2018年3月1日
　　6

翠さん
相模ハマっ子通り 138番地 2018年5月31日まで

女性
20代

漫画、アニメ、水彩＆コミックイラスト、風景印＆
小型印、アプリゲーム

初めまして。最近レターセットやポストカードに心惹かれるので、
久しぶりに文通したいなと思い入村してみました。趣味はいわゆる
オタクで水彩と水筆、つけペンとトーン描いてばかりです。何か
「これいいよ!!面白いよ!!」といったことも私自身視野が狭いのです
すめて頂けると嬉しいです（笑）よろしくお願いいたしますm(_
_)m

MEGUMIさん
六甲通り 131番地 2018年5月31日まで

女性
30代

英会話、音楽鑑賞、読書、映画鑑賞、旅行

はじめまして。色々な方と趣味や日常のこと等について
お話をしてみたいです。お互いのペースでお手紙の交換
ができたら嬉しいです。よろしくお願いします。

ハープさん
なにわ通り 23番地 2019年3月31日まで

女性
40代

音楽鑑賞、読書、楽器演奏、手芸、映画鑑賞

文通村に入り、お手紙をもらい、書くことの楽しさを改めて実感し
ています。遠く離れた方々との偶然の出会いがあり、好みや趣味、
経験が同じだったり、知らないことをたくさん教えて頂いたり、優
しい気持ちを送って頂いたり。月2回届く封筒を開けるのがとても
楽しみです。文通村に出会えてよかったです。

まりもさん
どんたく通り 19番地 2019年3月31日まで

女性
40代

文具屋、100円ショップ、スーパーへ行くこと、相
撲観戦（TV）、手帳

いつも楽しくお手紙のやりとりをしていただきありがとうございま
す。のんびり1人暮らしを楽しんでいます。手紙・手帳と、文字を
書くことが大好きです。家にいるときはAMラジオをかけっぱなしで
す。日常の事や悩み、趣味のこと等、いろいろお話しましょう。よ
ろしくお願いします。

悠樹さん
お江戸通り 71番地 2018年9月30日まで

女性
30代

小さな人形（球体関節人形やシルバニア）収集、
手芸、文房具店巡り

三人の子供に振り回されている主婦です。あまり外に出
ない性格な上、夫が転勤族なので、手紙のやり取りで
いろいろな話を聞けるのがとても楽しみです。返信のペー
スには波がありますが、よろしくお願いします。

Daiさん
六甲通り 36番地 2019年3月15日まで

男性
60代

旅行、語学（韓国語・英語）、読書、映画鑑賞、ダンス
（ラテン・HIP HOP）、テニス、ファッション、グルメ

在日Korea、シングル、日本一周、韓国一周を計画中、
「世界の中で生きる！」がモットー、「セカンドライフを
輝いて」生きたい。

あぽろさん
越後通り 9番地 2019年3月31日まで

女性
20代

読書、愛犬と遊ぶこと、温泉

こんにちは。動物が好きで愛犬と遊ぶことが日々の楽し
みです。休日には読書をしたり、美味しいものを求めて
外食に出かけたりしています。いろいろなことをたくさ
んお話できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

アスカムさん
ハマっ子通り 43番地 2019年3月15日まで

女性
20代

舞台鑑賞、読書、文通

お互いの趣味の話や日常的なことなどお手紙を通してた
くさんの人とやり取りできると嬉しいです。よろしくお願
いします。

葉月さん
お江戸通り 106番地 2018年5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。

いちごひめさん
平城京通り 9番地 2018年9月15日まで

女性
30代

相撲観戦、blog‣ｲﾝｽﾀ‣YouTubeを見る、切手‣紙もの‣ﾏｽﾃ収
集、お買い物

いつも温かくて優しい、そして心温まるお手紙をありがとうござい
ます。 お手紙を書く気力が失速する中、それでもお手紙関連のモ
ノを買うこと、そして書くことが大好きで継続しようか迷い、考え
ているうちに「My Life No Letterはあり得ない！」と思い、細々と
ですが自分のペースで続けることにしました。宜しくお願い致しま
す。
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ぷっこさん
伊勢通り 8番地 2018年8月31日まで

女性
30代

文通、切手・ポストカード・紙もの集め、カフェ巡
り、旅行、断捨離、シンプルライフ

素敵なご縁に恵まれ、村民生活を楽しんでいます。幼い頃から文
通が大好きで、レタセやマステ、切手、ポストカードなどを集め
ては使うのが最近の楽しみです。仕事・育児に追われ、お返事は
ゆっくりペースですが、末長く文通を続けていただける方と出会え
たらとても嬉しいです。（女性希望）ポストカードのみの交換も大
歓迎です！お便りをお待ちしています。

イルカさん
彩の国通り 74番地 2018年9月15日まで

女性
60代

旅行、カメラ、手作り市巡り

マイブーム（小鳥グッズ集め）。女性限定で。

カノンさん
なにわ通り 61番地 2018年9月15日まで

女性
50代

読書、英会話、手芸

こんにちは。週3-5回アルバイトで働いています。家族
は主人と二人です。時間のある時は、スポーツジムや愛
犬と散歩に行ったりしています。時々スカイプで英会話
の勉強もしています。お手紙をお待ちしています。

ひろりんさん
相模通り 35番地 2018年9月30日まで

女性
40代

御朱印集め、大人のぬりえ、カラオケ、ダイエット、
散歩

いつも楽しく文通をさせていただいています。今回、自分の趣味に
ダイエットと散歩も付け加えました。私と同じくダイエットと散歩を
されている方、そうでない方も私と文通しませんか？男性、女性、
どなたでもOKです。

ちょこさん
茶畑通り 32番地 2018年9月30日まで

女性
50代

手芸、お菓子作り、可愛い雑貨集め、音楽を聴く
こと

日々の他愛もない話や嬉しいこと、楽しいこと、思うこ
となど色々なお話を年齢問わず、気軽にやり取りできれ
ばいいなぁと思っております。女性限定でお願いいたし
ます。

温泉大好きっ子さん
彩の国通り 75番地 2018年9月30日まで

男性
50代

温泉巡り旅、スキューバダイビング、釣り

ＪＲ大人の休日クラブの特典をフル活用して東日本の温泉地はも
ちろん全国の源泉かけながし温泉を趣味として旅しています。40
年以上続けているスキューバダイビングも、そしてデビュー以来の
さだまさしファンとして懐かしいフォークソングも大好きなおじさん
です！

麦さん
さるぼぼ通り 12番地 2019年3月31日まで

女性
50代

硬式テニス、読書

私とつながっている皆さんありがとうございます。私の
今の生きがいとなっています。手紙を待ちワクワクと胸
が高鳴る気持ちをもててとても幸せです。これからもよ
ろしくお願い致します。文通って楽しいですね！

誠子さん
杜の都通り 26番地 2019年3月31日まで

女性
60代

パッチワーク、読書、テレビ観賞

文友の皆様、いつもありがとうございます。義母とのくらしの中、
パッチワークをしてます。本は何でも好きですが〝上橋菜穂子〟
さんが好きです。旅行に行けなくても皆様の土地の話しを聞くのが
楽しいです。これからもよろしくお願いします。

まあるいポストさん
ピーナッツ通り 77番地 2019年3月31日まで

女性
40代

考えたりすること、何かを探すこと、寄り道

こんにちは！色々ぽや～んと考えたりするのが好きで
す♪色々な出来事や考え、思う事…大きな事からちっさ
な事までどんな事でも聴かせて頂けたら嬉しいです♪

めりぃさん
どさんこ通り 48番地 2018年9月30日まで

女性
30代

文通、ショッピング、文具収集、ハンドメイド雑貨、
映画、アニメ

H28年生まれの息子の育児をしながら雑貨店でパートをしています。
多忙な日々ですが月に2回届くお手紙に癒やされています。子供が
いらっしゃるママさんや似たような趣味をお持ちの方、日常のこと
などをのんびりお話出来たら嬉しいです。すぐ終わってしまうのは
寂しいので長く村にいらっしゃる方や何回か更新されている方だと
尚嬉しいです。
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ことこさん
しゃちほこ通り 73番地 2019年2月28日まで

女性
40代

ポストカード ブローチ集め ハンドメイド 手ぬぐい
昭和レトロ

子供たちの学年が上がる春は何故か一緒に胸がドキドキします。
小学生の頃、何回か転校を経験していた私にとって文通は色んな
面での支えでした。今、文通村での村民生活が日々の彩りとなっ
ています！この先も「あのね・・」って会話してるみたいによろしく
お願いします♪

綾織歌さん
なにわ通り 85番地 2018年8月15日まで

女性
20代

アロマ、写真、小説を書くこと、歌うこと、ダイエッ
ト、ドライブ

仕事が増えてバタバタと目まぐるしい変化に振り回される日々とな
りましたが、その中で届いた手紙を読みほっこりするひとときが最
近の楽しみです！いつでもお手紙お待ちしていますが、愚痴や悩
み相談よりも、楽しい話がしたいです！写真趣味の方も撮った写
真を送り合いませんか？よろしくお願いします！

なっちゃんさん
古都みやび通り 34番地 2018年8月31日まで

女性
20代

読書、京都お寺巡り、漫画アニメ、パンダ、サボ
テンを育てること

早いもので、村人生活も2年目に突入しています。最近はサボテン
とパンダにどハマりしました♫ 色んな地域、年齢、趣味の方々と
お話が出来るのが毎日の楽しみになっています！はじめましての方
も、今文通させていただいてる方も、どうぞよろしくお願いします。

きらさん
越中通り 7番地 2018年6月30日まで

女性
20代

ゲーム、音楽

早いものでここに来て一年たちました。この一年色々な
人とお話ができて楽しかったです。大切な思い出になり
ました。またこれからもよろしくお願いします。

ゆりさん
いよかん通り 16番地 2018年6月30日まで

女性
30代

編み物、レジン、なぞり描き、文房具集め

早いもので更新月になりました。現在進行形でやり取り
して下さっている文友さん、これから出会う文友さん、
これからも宜しくお願いします♪

ねうねうさん
彩の国通り 93番地 2018年5月31日まで

女性
20代

読書、ジグソーパズル

初めまして、ねうねうと申します。旧、黒猫のみかんです。長い
なぁと我ながら思っていたので、ペンネームを変更することにしま
した。文通をして下さっている皆さん、いつもありがとうございま
す。初めましての皆さん、自己紹介をします。好きなことは、読
書、猫と遊ぶこと、道ばたの綺麗な花の写真をスマホで撮ること、
パワーストーンを集めることです。よろしくお願いいたします。

こにゃんこさん
しゃちほこ通り 83番地 2019年3月15日まで

女性
40代

バイオリン、日本画、ネコと昼寝など

一人暮らし、ネコ3匹と暮らしています。多忙のため、
体力不足のため、返事が遅れ気味ですが必ず書きます
ので待っていて下さい。

どりさん
きびだんご通り 18番地 2019年3月15日まで

女性
40代

手紙を書くこと、レターセット・マステ収集、万年筆、切手、
風景印、御朱印、ヂヤンテイ織、フラ

月から金はフルタイムで働いてます。雑巾を縫うのも四苦八苦す
る不器用な私ですが、目下のところ、ジヤンテイ織に夢中です。
これまでにベレー帽とストールを作りました。趣味の話や日々の出
来事など、いろんなお話ができたらうれしいです。お便り、お待
ちしてます。

ほたるいかさん
越中通り 10番地 2018年9月30日まで

男性
30代

切手収集、読書、音楽、飛行機、中国語

文通相手様ひとりひとりから学ぶ事がたくさんあります。
いろいろな方とお話できる事がとても嬉しいです。趣味
が合う合わない問わずお話できればと思います。

詩菜さん
信濃通り 33番地 2018年9月15日まで

女性
40代

読書、ゲーム、マステ集め、紙もの集め、カラオ
ケ、映画鑑賞

更新しました。今後ともよろしくお願い致します。 読書はBLや推
理小説が好きです。映画は邦画が好きです。 収集癖があり、マス
テやレターセット、メモ帳など集めております。綺麗、可愛いもの
を使ってお手紙書きたいです。 センチメンタルサーカス、すみっコ
ぐらし、キキララ、マイメロ、ステラ・ルーなどのキャラクターが
好きです。
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さとさん
どさんこ通り 67番地 2018年8月31日まで

女性
40代

城巡り、読書、三味線、旅、音楽鑑賞

スローペースで申し訳なく思うのですが、長くのんびりと付き合っ
て下さっている方々に感謝しております。読書は歴史小説やミス
テリーなど、息抜きにマンガも読みます。音楽は洋楽、邦楽どち
らも聴きます。ロック系やジャズ、クラシック(特にピアノ)もよく聴
きます。最近、忙しくて旅行には行けていません。風情がある町
並みをみながら、散策するのが楽しみです。

tone (トーン) さん
彩の国通り 104番地 2019年2月28日まで

女性
40代

読書、散歩、半身浴、夜景鑑賞（イルミネーショ
ン含む）

優しい文友ｻﾝ達との楽しいやり取りに感謝しています。
年齢・性別を問わず、いろいろな人と楽しく交流が出来
れば嬉しいです。のんびり、ゆっくり仲良くなれればと
思ってます。どうぞよろしくお願いします。

アラジンさん
古都みやび通り 46番地 2018年8月31日まで

女性
60代

読書、ぼちぼち俳句、短歌詠んでおります。上達しない英
会話も。ＴＶはやはり（ポワロ）です

アガサクリスティーの数少ないポアロシリーズとミスマー
プルシリーズを繰り返し読んでいます。最近のブームは
映画観賞です。手紙の返事はやはり遅れがちですが、
宜しくお願いします

みんみんさん
相模ハマっ子通り 25番地 2018年9月15日まで

女性
50代

絵画、音楽鑑賞、中国琵琶を弾くこと、読書、お
笑い、レトロなもの

文通村に入村して1年が過ぎました。とても楽しく交流さ
せていただいています。50代に突入しましたがこれから
もよろしくお願いします。猫3匹飼っています。

すみれさん
杜の都通り 40番地 2018年8月15日まで

女性
20代

読書、音楽鑑賞、アニメ

はじめまして。文通は学校を卒業後に友人としていたことがあり、
手紙を書くのも、手紙が届いてないかな～と、ポストの中を確認
するのも楽しかったです。休みの日は寝ていることが多いですが、
コンサートのため他県へ行くこともあります。その時に観光したり
もしています。今はおそ松さんにハマっています。いろいろな方と
お話できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

ヴァンビさん
信濃通り 38番地 2018年8月15日まで

男性
30代

読書など

なぜだか、誰かに手紙、書いてみたくなった。出すのも、
来るのも、楽しいんじゃないかな。っていう理由です。

つばきさん
どんたく通り 70番地 2018年9月15日まで

女性
30代

料理、買い物、昔のアニメ、ゲーム、美味しいコーヒーや紅
茶を淹れる事、自営業の仕事…等

現在、4歳、0歳の姉妹の子育てに奮闘している主婦で
す。家事や育児の息抜きに、子供の事だけでなく、いろ
んな事をお話し出来たらと思っています。どうぞよろしく
お願い致します。

兎さん
上州三山通り 31番地 2019年3月15日まで

女性
20代

読書、You Tube鑑賞、レターセット集め

日常の事、趣味の事など年齢や性別にかかわらずに沢
山の方々と文通でお話ができたら嬉しく思います。よろ
しくお願いします。

ひぐらしさん
ピーナッツ通り 118番地 2018年9月15日まで

女性
60代

読書、散歩

どなたにでも、それぞれの人生の物語があります。そ
の物語の、ほんの僅かなひとときに関われる事を嬉しく
思っています。みなさん、よろしくお願いします。

あやめさん
茶畑通り 77番地 2018年9月30日まで

女性
60代

文通、読書、パズル、テレビを観る、音楽を聴く、ドライブ、
旅行、知らない話を聞くこと

初更新です。お手紙を下さっている方々には感謝しています。「食
わず嫌い」と言いますが、「知らず嫌い」もあるのではと近頃思い
ます。これからは未体験の事をして楽しもうと思っています。私の
手紙を読んで、クスッと笑って頂けたらいいなと思いながら書いて
います。色々な年代の方からのお手紙をお待ちしております。お
もさん、はいよ!(たくさん、ください!)よろしくお願いします。
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群青さん
さるぼぼ通り 25番地 2018年8月31日まで

女性
30代

文具/小さな手芸(今はつまみ細工)/相撲を見る/紙を愛で
る/Plastic Tree

働いたりしばらく休んだりを繰り返しながらのんびり暮らしていま
す。シンプルなものを好み、いろんな紙の風合いや感触が好きな
ので、封筒や便せんもシンプルなものが多いです。プチプラ万年
筆にいろんなインクを入れて楽しんでいます。今は働くターンなの
で、お返事が月一回以下になることが多いです。

ふじこさん
きりたんぽ通り 14番地 2018年8月31日まで

女性
50代

読書

小説「ツバキ文具店」を読んでいたら無性に文通したくなり検索し
たら文通村にヒット。ステキなシステムですね。わくわくします。
インドア派で休日は１人で過ごすのが好き。丁寧な暮らしに憧れ
るズボラ主婦です。よろしくお願いします。

りくさん
どさんこ通り 104番地 2018年6月15日まで

男性
20代

山登り、Goose house、国内海外の一人旅、読書、
生きもの飼育

初めまして。大学生4年生のりくと申します。日常に彩りを添えた
いと思い、文通に心惹かれました。◆好きなこと・もの◆海、山、
初夏の晴れ間、朝のひんやりした空気、富良野、サイクリング、
離島、ギター、のんびりコーヒーを飲むこと。興味を抱いてくださっ
た方からのお便り、心待ちにしております。お手紙を通して温か
い方との繋がりが広がれば嬉しいです。

リコラさん
どさんこ通り 107番地 2018年6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、いろんな物を集め
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　※お返事が少し遅れ気味です。す
みません…！

まことさん
六甲通り 103番地 2018年9月15日まで

女性
40代

読書、書道、美術鑑賞、ウォーキング、クラシック
音楽

毎日パソコンに向かって書類を作成するばかりで、手書きで誰か
に思いを伝えることをしなくなったと感じていた時に「文通村」に出
逢い、このたび試しに入会することにしました。狭い世界で生活し
ているので、いろんな人と手紙のやりとりが出来れば嬉しいなと思っ
ています。どうぞ宜しくお願い致します。

あんにょんさん
どんたく通り 79番地 2019年3月31日まで

女性
30代

食べること、旅行、文通、テレビ、レターセット・
切手集め

幅広い年代の方と文通できたらと思います。趣味が合い
そうな方、興味を持たれた方、面白いことを知っている
方いろんな方と出逢いたいです。よろしくお願いします！

かえるくんさん
お江戸通り 276番地 2018年9月30日まで

女性
50代

ウォーキング.旅行

サイパン・キングさん
なにわ通り 143番地 2018年9月30日まで

男性
60代

映画鑑賞、音楽鑑賞（クラシック、森山良子、竹
内まりやetc）、読書

はじめまして。ハガキ・手紙を書くのが好きです。学生時代の友人
などと手紙のやりとりをしています。これからは文通相手を見つけ
たいと思っています。趣味のこと、日常のことなどをいろいろやり
とりしたいと思います。特に映画について、やりとりしましょう。
今年「ラ・ラ・ランド」を6回見ました。

ひかりさん
ちゅら海通り 18番地 2018年8月15日まで

女性
20代

空を眺める事 、 ハンドメイド

初めまして 。久しぶりに 、手紙を書きたくなりいろいろ探していた
ら文通村へとたどり着きました 。 手帳や万年筆 、季節を感じたり 、
海や空を眺めたり、がま口や手作りのもの等好きです 。 何気ない
日常や色々なお話を、お互いに楽しめたらと思っています 。よろし
くお願いします 。

みーたんさん
お江戸通り 297番地 2019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。
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青りんごさん
上州三山通り 39番地 2018年5月31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

百日紅さん
ピーナッツ通り 143番地 2018年5月31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。

まほろばさん
六甲通り 114番地 2018年6月15日まで

男性
60代

犬の散歩

文友の皆さんいつもありがとうございます。4月から忙しくなるの
で、退会しようかと悩んだのですが、楽しいお手紙が頭にちらつ
きもう少し続けさせて頂きます。悪筆悪文で駄目な私ですが、も
う少しお付き合いしてください。宜しくお願い致します。

えびのさん
しゃちほこ通り 123番地 2018年9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。

こまさん
相模ハマっ子通り 80番地 2018年6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。

ふたばさん
上州三山通り 40番地 2019年3月15日まで

女性
40代

手芸、アニメ、声優、ゲーム、読書、SEKAI NO
OWARI

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。

むいさん
しゃちほこ通り 125番地 2019年3月15日まで

女性
30代

アルパカ、お笑い、読書、お菓子作り、パン屋巡
り、漫画

はじめまして。お互いの好きなこと、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。

はんなさん
ねぷた通り 19番地 2018年6月30日まで

女性
20代

ファンタジー、ゆめかわ、音楽ライブ観戦、ものづくり(たまー
にビーズや刺繍をします)

お家と仕事に追われた慌ただしい生活に息苦しさを感じ、癒され
る事、リラックスして楽しめる事を探しています。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。今年の目標はのんびりユルユル、マイペース！
趣味もあまーり出来ていませんが、皆さんのお話を聞いてるだけ
で励みになります。※バラセ使います。ご了承ください(>_<)

よもぎ餅さん
杜の都通り 54番地 2018年5月31日まで

女性
30代

イラスト、アート、画材、ゲーム、映画鑑賞、園
芸、漫画アニメ、美容

更新しました。デザイナーの仕事に就きました。デジタルイラスト
勉強中です。コミック系や厚塗りテイストのイラスト描きます。イ
ラスト交換（手紙がメインで）もできれば尚嬉しいです。おすす
めの作品教えてください。

あーちゃんさん
常陸の国通り 56番地 2018年8月31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
愛い切手を見るとつい買ってしまいます。長く文通出来る方と出会
えたら嬉しいです。仕事は事務職をしています。色んなことを学ぶ
ことが好きです。仕事や恋愛、趣味の話。色んなお話が出来たら、
と思っています。女性の方限定でお願い致します。
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にしひがしさん
茶畑通り 70番地 2018年9月15日まで

男性
50代

クラシックギター、カメラ、ベイスターズ、小説、
健康麻雀、御朱印集め始めました

いつまで続くかわからない単身赴任生活を充実させようと入村しま
した。お試し3ヶ月期間内に何人かの文友さんと出会え、楽しい文
通生活を送らせて貰っています。今回初めての更新をしました。こ
れからもよろしくお願いします。まだいろんな方と語り合いたいと
思ってます。日々の習慣として、ストレッチ、バランスディスク、
三行日記などがあります。

さちさん
伊勢通り 27番地 2019年3月15日まで

女性
50代

読書、旅行、ツーリング、トレッキング、神社仏閣
巡り

あっという間に初めての更新月を迎えました。素敵な文
友さんとの、ご縁に感謝しています これからも楽しく文
通出来たらいいなと思ってます。よろしくお願いします。

イルミネーションさん
しゃちほこ通り 31番地 2018年6月15日まで

男性
50代

旅行、ギター

車や電車を使っていろんな場所を巡っています。新しい
出会いや発見もたくさんあり、生きてるって気がします。
旅先での思い出話に花を咲かせたいですね。

マーサさん
琵琶湖通り 17番地 2018年9月15日まで

女性
50代

料理、ガーデニング、読書、英語、漢字

お試し入会から本会員になりました。楽しく文通させていただいて
います。引き続き、よろしくお願いいたします。読書、ガーデニン
グ、料理が趣味のインドア派ですが、町歩きも大好きで、おしゃ
れなお店を探したり、風変わりな看板や面白い漢字を見つけるの
が密かな楽しみです。

みのんさん
越後通り 40番地 2018年6月15日まで

女性
50代

読書 映画鑑賞 雑貨集め お出かけ。。

はじめまして。。 毎日仕事と家庭の往復で心に余裕のない 日々を
送ってきましたが。。 最近少しづつ自分の時間も取れるようにな
りましたが気づいたらまわりとは疎遠がちに。 年齢もとうとう大台
にのりため息が。 誰かとお話してみたくて登録してみました。 よ
ろしくお願いします。

まのぴさん
琵琶湖通り 18番地 2018年9月15日まで

女性
40代

ネットサーフィン、買い物、カフェ巡り

年の割には子供っぽいところあります。 少々変人です。
毎日電子基板と仲良くしてます。

さっきーさん
どんたく通り 102番地 2018年9月15日まで

男性
30代

旅行、野球観戦、映画鑑賞、飛行機、懸賞応募

はじめまして！福岡市在住の文通初心者です。口下手で話すこと
があまり得意ではありませんが、手紙なら素直に語ることができそ
うで、また手紙独特のワクワク感があり登録してみました。気兼ね
なくよろしくお願いします。猫を長年飼っていますが、最近は近所
の野良猫のほうが懐いてくれます（笑）　趣味の旅行は特に海外
が好きです。

秋・凧・街さん
なにわ通り 185番地 2019年3月15日まで

男性
60代

旅行、カメラ、絵葉書作り等。

いつもお便りを頂く文友様ありがとうございます。更新しましたの
で今後ともよろしくお願いします。 徒然なるままに、日暮らし硯に
向かいて、心に映りゆく由無し事を そこはかとなく書きつくれば・・
（徒然草） 　便りを書くときにいつもこの一節が思い浮かびます。
 　

トシちゃんさん
お江戸通り 356番地 2018年9月15日まで

男性
60代

映画鑑賞、読書、人に会うこと、旅行

色々と病気を経験し、生きていることに感謝。毎日を大事に、悔い
のないよう、前向きにやっています。毎週2回程度、友人に会って
います。趣味は月並みですが、映画鑑賞、読書、旅行、そして人
に会うこと。自慢できること、嫌いな人がいない。じっくり自分や
相手と向き合いたくて、応募しました。

サンユンさん
お江戸通り 357番地 2018年6月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞、ライブに行くこと、文房具屋＆本屋巡り、
文章を書くこと

３歳になる娘と毎日バタバタ過ごしています。 親子で文房具屋さ
んに行ってはシールやレターセットを物色しています（笑） ゆ
ず、V6、矢沢永吉さんなどのコンサートに行くのが好きです。 育
児の合間にお手紙を書けたらなと思い入村し、 素敵なご縁に大変
恵まれています。老若男女問わず他愛のないお話をみなさまと出
来たらなと思います。宜しくお願いします。



第200号 2018年3月1日
13　　

くれぃじゅさん
茶畑通り 73番地 2018年9月15日まで

男性
30代

クラシック、ライブ、楽器演奏、旅行、ダイビング、アニメ、
コミケ、映画鑑賞、スポーツ鑑賞

はじめまして。30台前半の男性です。 文通もはじめてですが、思
いきって登録してみました。 多趣味ですが、最近は旅行とダイビ
ング、アニメに割く時間が多いです。 手書きで知らない人だから
こそ話せることもあると思っています。色々お話ししましょう。

すももさん
どんたく通り 103番地 2018年9月15日まで

女性
20代

DVD鑑賞、ドラマ、さんぽ、料理

はじめまして。すももと申します。社会人1年目で、仕事と家の往
復の中に、なにか違った楽しみができるように文通をしたいと思い
ました。日々の小さな発見、素性がわからないドキドキ、わから
ないからこそお話しできることたくさんお話ししたいです。

りらりんさん
どんたく通り 104番地 2019年3月15日まで

女性
60代

読書、旅行、映画鑑賞、美術鑑賞、舞台鑑賞、ヨ
ガ

本を読むのが大好きで、話題作には一通り目を通します。
本好きな方とお話できたら嬉しいです。が、私の守備範
囲以外の話題も大歓迎です。いろいろな方と繋がってお
友達が増えたらいいなぁと思っています。

白緑さん
常陸の国通り 61番地 2018年9月15日まで

女性
50代

本を読むこと、日本画を描くこと、花を育てること、
犬・猫と遊ぶこと

子供たちも育ちあがって家を離れ「これで24時間自分の時間だ～」
と喜んだのも束の間、少々寂しい今日この頃です。お互いの日常
のささやかな出来事や喜怒哀楽等、少しずつ話し合えたら、人生
の楽しみがまた一つ増えそうですね。仕事をしているので、遅筆
お許し下さい。宜しくお願いします。

きなこさん
茶畑通り 74番地 2018年9月15日まで

女性
50代

手芸、折り紙、動物

はじめての更新です。お手紙くださった方ありがとうご
ざいます。お手紙を読まさせていただいて、大変心がホッ
としました。これからも、お手紙よろしくおねがいします。

吾亦紅さん
常陸の国通り 35番地 2018年9月15日まで

女性
60代

読書、映画・音楽鑑賞、花活け、カラオケ、ス
キー、他

初めまして。子供3人・孫2人の専業主婦です。〝七転八起〟で現
在に至り、〝網膜色素変性症〟となり25年弱なれど、ルーペ仕使
用で何でも見て、何でも書いてイマス（笑）人間大好き、旅大好
き！文通村を知り、昔の文通を想い入村させて頂きました！

りぼんさん
ピーナッツ通り 167番地 2018年6月15日まで

女性
30代

ファンシーグッズ集め、ディズニー、リラックマ、リサイクル
ショップめぐり、レタセ、シールあつめ

一回目の更新です。毎月2回の会報が楽しくていつもワ
クワクしてます。いろんな方々と文通を通じて、お話し
たいです!!末永く文通できる方だとうれしいです。女性
の方だけでお願いします。年れいは問いません。


