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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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まうさん
彩の国通り 182番地 2018年9月15日まで

女性
20代

書道、読書、美術館巡り

私は幼い頃から文字を書くこと、見ることが好きです。ここでは好
きなことが出来ると、今からわくわくしています。 私は、もうすぐ
結婚生活が始まります。私と同じような方は勿論のこと、様々な
方と関われたら幸いです。 勝手ながら女性限定でお願いします。
よろしくお願いします。

つやこさん
六甲通り 130番地 2018年6月15日まで

女性
20代

ランニング、散歩、深夜ラジオ、アマゾンプライム

文章を書くのが好きですが、自分の為の日記はなかなか続けられ
ず、人に出す手紙なら楽しく続けられるかも...と思い入会しました！
面白いことは書けませんが、楽しくやり取り出来ればと思います。
文字がだんだん右上がりになる癖がありますがご了承ください笑
よろしくお願いいたします。

たんぽぽさん
ねぷた通り 27番地 2018年9月15日まで

女性
20代

読書、プチ一人旅、おしゃべり、喫茶店めぐり、
お散歩

読書が好きで、特に近代文学をよく読みます！！喫茶店
で美味しいコーヒーを飲みながらの読書は本当に贅沢で
すよね～。同じ趣味を持っていない方ともたくさんお話
したいです！よろしくお願いします。

なほさん
お江戸通り 138番地 2018年6月15日まで

女性
50代

お酒 ガーデニング ランニング

手書きで文字を書くことがめっきり無くなりました。 手
紙のやり取りに気持ちの温かみを感じます。 忙しい毎日
にホッとするひとときとなるような手紙の交換が出来た
ら嬉しいです。

SATOKOさん
さるぼぼ通り 38番地 2018年9月15日まで

女性
40代

バイク、ZUMBA、海外旅行、DVD鑑賞、読書、ドライブ、
グルメ、スイーツ、おしゃべり

はじめまして。 難聴がありますが前向きに毎日を愉しく
生きています。 パンセクシャルですが、偏見のない方と
文通をしたいと思っています。

すずめさん
お江戸通り 390番地 2018年9月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、音楽鑑賞(特にミュージカル映画のサントラ！)、
読書、街歩き、庭園散策、短歌

便箋を選ぶわくわく感、紙の手触り、文字から垣間見える相手の人
柄など、手紙独特のアナログ感って良いですね。もちろん手紙は
書くのも読むのも好きです。 1番の趣味は映画鑑賞で、洋画邦画
は8:2位かな？映画館でもレンタルでも観ます。映画のことはもち
ろん色々なお話ができたら嬉しく思います。 袖振り合うも他生の
縁なら文を交わすも何かのご縁、楽しく文通いたしましょう♪

はるなさん
古都みやび通り 74番地 2018年6月15日まで

女性
20代

一人旅、イラスト、映画鑑賞、散歩、海で泳ぐ、
読書、うさぎ

はじめまして。散歩とイラスト、バックパックでの旅行がすきです。
それから物語小説もよく読みます。最近は会社中心の生活なので
普段お会いできない方々とぜひまったりお話しさせて頂きたいです。
新しい趣味を探していますのでお勧めがありましたら教えてくださ
い！これからどうぞよろしくお願いいたします。

たまゆらさん
ちょるる通り 30番地 2018年9月15日まで

女性
10代

読書、絵画

はじめまして。絵を描いたり、本を読んだり、深くまで何かをして
いるわけではありませんが、そういうことが好きです。知らないと
ころをぶらぶら歩いて見つけたお店に入るのが最近の楽しみです。
上手な文は書けませんが、楽しくゆったりと文通ができれば嬉しい
です。 よろしくお願いします。
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いーなさん
古都みやび通り 75番地 2018年9月15日まで

女性
20代

読書(小説)、映画鑑賞、うさぎ、アロマ、空をみる
こと

はじめまして。初めての文通です。友達と素敵なカフェに行ったり、
1人で映画のレイトショーをみるのが好きです。最近は、美術や建
築にも少し興味があります。アニメもみたりします。日々の楽しかっ
たことや嬉しかったことをのんびりやりとりできたらいいなぁと思い
ます。年齢や性別などは気にしません。よろしくお願いします。

リトルトゥースさん
どんたく通り 109番地 2018年9月15日まで

女性
40代

インテリア、DIY、紙もの、マステ、手帳、雑貨屋、
カフェ、手芸、ガーデニング

海の近くに住んでいます。 既婚、大学生＆小学生の子どもがおり
ます。 手作りが好きです。家をDIYしたり、家具を作ったり、パッ
チワークやエコクラフト、紙もので創作も大好きです。 日常にあ
るささやかなこと、趣味のこと、住んでる町のことなど、楽しくお
話しできる方との文通を希望いたします。 *女性の方限定でお願い
します*

チェコさん
六甲通り 133番地 2018年6月15日まで

女性
40代

ピアノ 台湾ドラマ鑑賞など

保育士をしている４０歳のチェコです。好きなことはピ
アノを弾いたり、台湾のドラマを見たりすることです。
ゆずも好きでたまにライブに行きます♪色々な方と文通
出来たらいいなと思います。よろしくお願いします。

桜もちさん
日向の国通り 15番地 2018年6月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、漫画、和菓子を食べること、散歩

はじめまして。前々から文通をしたいと思っており、迷いましたが
思い切って申し込みました。自分の趣味の話や、住んでいる場所
の話、何気ない日常のことなどを聞かせていただければと思いま
す。男女関係なく、ゆったりのんびり文通できる方、よろしくお願
いします。

まるいろさん
相模ハマっ子通り 139番地 2018年6月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、ランニング、レトロカフェ探し

はじめまして。 会ったことがなくたって、文字から伝わる人となり
から色々なことを感じたり、新しいことを知ったり、聞いたりした
い。手紙で繋がることができる。素敵だと思いました。春という季
節の始まりに新しい出会いが楽しみになりました。みなさんと一緒
にポストを開けるわくわくを共感したいです。ゆっくりまったり、楽
しいお便りお待ちしてます。

みおれさん
なにわ通り 197番地 2018年9月15日まで

女性
30代

漫画、ゲーム、工作、文房具、紙製品集め、星モ
チーフグッズ集め

初めまして。紙製品が好きです。文通の際にはファンシーなレター
セットを使用します。気にならない、むしろ自分も使う、なんて方
とやり取りできたら嬉しいです。漫画、ゲームが大好きです。小
説も読みます。創作、二次創作、BLなど何でも好きです。映像作
品は詳しく無いですが、皆様のお勧めなどから親しんで行きたい
です。どうぞ、よろしくお願い致します。

ゆみにかさん
伊勢通り 33番地 2018年6月15日まで

女性
20代

文通、マステ集め*レタセ集め*切手集め、字を書
くこと、Kis-My-Ft2

はじめまして☆ 文房具とカフェオレとKis-My-Ft2と字を書くことが
大好きな20代です。 同じく、文通や文房具が好きな方！ ジャニー
ズが好きな方★ もちろん、それ以外の方も宜しくお願い致しま
すm(_ _)m のんびりになりますがお手紙が大好きなので、お返事
は120%です♡(女性限定でお願いします。)

美和さん
お江戸通り 391番地 2019年3月15日まで

女性
30代

クラシック音楽 習字 本 信仰 園芸 自然 占い 霊 夢
美 映画 神秘的

小学校に四月から行く、男の子持ちの主婦です。 趣味は幅広く 何
から何までではないですが映画は色々観てます。宇宙霊的なもの
に今興味を持ち本やネットで調べています。手紙苦手ですが字を
なるべく綺麗に買いてみたいと思っています。宜しくお願い致しま
す。

卯月さん
相模ハマっ子通り 140番地 2018年6月15日まで

女性
50代

海外ドラマ、駅伝、お香、着物、家族旅行、紅茶、
万年筆のインク集め

夫、過去長く不登校で現在大学生の娘との3人家族。 無理せず、
自然体でお付き合いを続けたいと思います。ボールペン、万年筆、
筆ペンいろいろ使います。美文字練習中。一筆箋、ポストカード、
短文なんでも大歓迎です。

ぐうさん
越後通り 45番地 2018年9月15日まで

女性
20代

読書、カフェ巡り、映画鑑賞、文房具いじり

文房具と紙を愛する、社会学者のたまごです◯ 好きな作家はミヒャ
エルエンデとサン・テグジュペリ。高校時代にベルギーへ留学して
ました。なんだか興味深いテーマをうんぬんと考えることが大好き
だし、古語も大好き！日本語も世界の言葉も味わうのが楽しいし、
ほっこりとする日常のぬくもりも感じます。よろしくお願いします！
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りんごさん
どさんこ通り 142番地 2018年6月15日まで

女性
30代

読書・アロマテラピー・映画鑑賞・刺繍

初めましてこんにちは。 ３７歳で１４歳の娘がいるシングルマザー
です. ハンドメイドをすることが好きです！ チクチクすると癒され
ます。読書も好きで推理小説が好きです。松本清張や夢枕獏を読
んだりしています。 ファンタジーの世界観が好きで赤毛のアンやハ
リーポッターも大好きです！

ももこさん
伊勢通り 34番地 2018年6月15日まで

女性
20代

音楽、読書、食べること、旅行、シール集め

昔手紙交換が好きだったのを思い出し、またやりたいと
思って始めてみました。もうすぐ社会人2年目です。最
近おかゆが好きすぎて友人と香港旅行の約束をしました。

ライラックさん
ちゅら海通り 23番地 2018年6月15日まで

女性
20代

読書、マンガ、パズル、音楽、映画、スクラッチ
アート

はじめまして、文通初心者です。文通を通して、いろいろな方と
交流できたらいいなと思っています。読書やマンガが好きで、最近
パズルやスクラッチアートもはじめてみました。ディズニーも大好
きです。よろしくお願いします。

ぱんださん
お江戸通り 393番地 2018年9月15日まで

女性
50代

切手、風景印、ご朱印、美術館、紅茶、紙もの、
散歩

子どもも成長し、自分の時間を大切にしようと思いいろんな事に興
味を持つようにしています。同じ趣味の方はもちろん、違う趣味や
違う年代の方からも知らない世界の話を聞かせてもらいたいです。
ポストカードや短文でもOKです。よろしくお願いします。

あっこさん
どんたく通り 25番地 2019年3月31日まで

女性
40代

手芸、絵を描くこと、ミニチュア、絵本を読むこと

1歳の娘の子育てをしながら、農家の嫁として農業を少し手伝って
ます。オモチャを作ったり、図書館で絵本を借りることが今の小さ
な楽しみです。田舎で人と会うことが少ないので手紙でおしゃべり
を楽しみたいです。楽しいこと、悩みやグチなど色々話しましょう！

スナフキンLoveさん
きびだんご通り 8番地 2018年9月30日まで

女性
40代

ドライブ、カラオケ、パワースポットめぐり、スナ
フキングッズ探し

はじめまして。スナフキンとくまモンが好き過ぎて、パワーストー
ンでスナフキンとくまモンをイメージしたブレスレットを作ってもらっ
てしまいました（笑）40代にしては子供っぽいところがありますが、
いろんな方と文字を通して仲良くなれたらいいなぁ思っています。
よろしくお願いします。

茶葉さん
なにわ通り 47番地 2018年9月30日まで

女性
40代

ガーデニング、旅、散歩

犬の散歩中にかわいい出会いに癒やされています。今日
は、白昼みる黄土色のイタチ？に大興奮しました。これ
からもよろしくお願いします。

ゆいさん
とちおとめ通り 16番地 2018年9月15日まで

女性
30代

読書（マンガも含む）、Postcrossing、ポストカードやマス
キングテープ・切手集め、コスメ等

お世話になります。お手紙が届く事を毎度とても楽しみ
にしております。趣味の事や日常の他愛もない話で楽し
く文通ができると嬉しいです。これからもどうぞよろしく
お願いします。

ともママさん
なにわ通り 58番地 2018年6月15日まで

女性
40代

食べ歩き、買物、主人と歩いたり自転車に乗って
の散歩

家は鉄工所、自営業で、主人の手伝いをして私も工場に出ていま
す。義父も一緒に働いています。子供は上の男の子がこの4月から
高1・妹が中学3年、2年続けて受験戦争（汗）私は休む暇が無い
ですが、日々充実しています。他愛ない話や、グチなどで盛り上
がれれば嬉しいです。宜しくお願いします❤

兄貴十八番さん
相模通り 36番地 2018年9月30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。
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ハナメさん
しゃちほこ通り 63番地 2018年6月30日まで

女性
20代

ハーブティーや紅茶を楽しむこと、料理、音楽鑑賞、刺繍、
読書、写真（フィルム一眼レフ）、散歩

もうすぐ文通歴2年になります。いつもお手紙をくださる方には、
自分とは違う考え方や自分にはできない体験など、たくさんたくさ
ん教えていただいて、感謝しております。身体が痛む病気があり、
すぐ寝込むので、お返事は遅いほうかと思いますが、のんびりお
付き合いいただけたら幸いです。

ことことさん
お江戸通り 140番地 2018年6月30日まで

女性
30代

文具、ほぼ日手帳、2.5次舞台、シール、マステ、
手芸、海外ドラマ、アニメ、マンガ

こんにちは。去年末から要介護4の親の介護が始まり、手続きなど
でお返事が遅れていて、すみません。最近落ち着き自分のペース
を作れるようになりました。手芸は、ＵＶレジンやビーズアクセ、
布小物を中心にイベントにも出店しています。海外ドラマは犯罪捜
査物を中心に、文具は大好きです。最近は2.5舞台も見に行くよう
になりました。こんな私ですがよろしくお願いします。

山吹さん
ピーナッツ通り 78番地 2018年9月30日まで

女性
30代

旅行（海外・国内）、植物（花・エアプランツ・観
葉植物など）、部屋作り

一人暮らしの会社員です。植物やお花に日々癒され、まとまった
休みには旅行にでかけています。海外、国内ともに一人旅も多い
です。各地でお土産に買った食器や調味料、茶葉などで、食事や
お茶をするのが大好き！最近は暮らしやすくてオシャレな部屋を目
指して、断捨離やインテリアコーディネートにも夢中です。少しで
も興味を持ってくださったら、どうぞお気軽にお手紙下さい。すて
きな出会いと穏やかな交流を楽しみにしています。

白木蓮さん
お江戸通り 160番地 2018年5月31日まで

女性
40代

道端の植物に季節を感じること、歴史・古典文学、
美術鑑賞(東洋芸術)、ボランティア

数少ない文友さんを大事にしたいと思うも、近頃は半年
に1度のペース。めっきり音沙汰なき私を優しく待ち続け
てくださる文友さんには、いつもお詫びと感謝の念で一
杯です。ありがとうございます。

花ちゃんさん
伊勢通り 17番地 2018年9月15日まで

女性
50代

猫、高校野球、お花を生けること

月2回の文通村から手紙が届く日は朝からソワソワしています。家
事・仕事に最近は介護の時間も増え、日々あわただしい生活の中
手紙を書く時間はとても大切なひとときとなりました。旧知の友と
話すようについロングレターになってしまう私ですがよろしくお願
いします。

はなぴょんさん
ピーナッツ通り 95番地 2018年6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。

シナノスイートさん
どんたく通り 65番地 2018年9月15日まで

女性
50代

読書、映画鑑賞、演劇・ミュージカル鑑賞、旅行、
ポスクロ

文友のみなさまと楽しくやりとりさせていただいており
ます。 凝り性です。ポストカードやレターセットも
１００円ショップのものからラメ・箔などを使ったを結構
高いものまでいろいろ集めています。

白玉さん
上州三山通り 22番地 2019年3月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、金魚、猫、ゲーム、文房具

お手紙発送日が近づくとソワソワしてしまいます。休日
に家で映画を見たり、猫を愛でたりしているインドア派
です。趣味や日々の話をゆっくりやり取りできれば嬉し
いです。よろしくお願いします。

たぬたぬさん
六甲通り 79番地 2019年3月15日まで

女性
40代

ドライブ、読書、文房具、キャラクター、文通、イ
ラスト、手芸、ピアノ、犬猫小動物

お試し期間が終わり更新することになりました。私は小学生と幼稚
園生の子供がいるパート勤めの主婦です。日常の楽しかったこと、
悲しかったこと、何でもないこと、人生についてなどどんなことで
もお話しませんか。1度きりのやり取りでもずっと続けてくれる方
でもどんな方でも大丈夫です。よろしくお願いします。

星純さん
ピーナッツ通り 108番地 2018年9月15日まで

男性
40代

ひとり旅（国内）、鉄道、読書、散歩、水泳

ふみともさん、文通村事務局スタッフのみなさん、いつもありがと
うございます。お手紙を楽しく読んでいます。ふみともさんが誘う
世界に入り込んで、いろいろなことを教えてもらったり、感動した
り、笑ったりしています。顔は見えないけれど、書き言葉から優し
さが伝わってきます。私もお手紙を書いてふみともさんが楽しんで
いただけたらいいな、と思っています。
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ゴマモンガラさん
お江戸通り 245番地 2019年3月31日まで

女性
50代

スキューバダイビング(最近は陸ダイバー)、読書、
鉄道一人旅、町歩き、ラジオ

昔から手紙やら日記やら手帳やら、書くことが大好きな会社員です。
息子は春から中2、自分の時間が持てるようになり手紙を書いてみ
たくなりました。いろいろな方とお手紙で繋がりたいです。皆さん
の日常を手紙で教えてください。今年、50代に突入しました。

やまなみさん
杜の都通り 47番地 2018年6月15日まで

女性
30代

文房具、こぎん刺し、塗り絵、猫好き

更新しました！ 猫好きで、気まぐれ通り越して女王様なアメショと
一緒に暮らしています。冬の間はこぎん刺しを黙々と刺していまし
たが、春らしくなったら散歩をする楽しみが増えて生活が潤う予定
です。よろしくお願いします。

うき（旧：雨期）さん
どさんこ通り 105番地 2018年6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。

ゆーさん
どさんこ通り 106番地 2018年6月15日まで

女性
30代

読書、ハンドメイド、猫と遊ぶこと、おいしいものを食べる
こと、たまにお菓子を作ること

30代後半、反抗期真っ最中の中2の息子、障害のある小6の息子と、
猫4匹と暮らしてます。 ハイペースな文通はできないと思いますが、
お互いのペースで楽しくいろいろ話せるような文通がしたいです。
封書だけじゃなく、ポストカードでのやりとりもできると嬉しいで
す。 愚痴や暗い話は、ごめんなさいNGです。 よろしくお願いしま
す。

さしみのはしっこさん
土佐の国通り 7番地 2018年9月30日まで

女性
40代

インコと遊ぶ！美味しいコンビニスイーツ探し！ ス
ヌーピーグッズ集め

この四月から子育てが終わり、これからは今までより自分の時間
を楽しもうと思っています。家族は夫、長男(社会人)離れて暮らす
長女(社会人)そして何よりも大切なセキセイインコのぴーちゃ
ん♂1才、うめ♂２ヶ月。休みの日はこの子達とまったり過ごすの
が至福の時♡少々人付き合いが苦手ですが頑張ってお手紙書くの
でよろしくお願いします。

かりんさん
常陸の国通り 46番地 2018年6月30日まで

女性
40代

読書、ものづくり

はじめまして。昔から文通に興味があり入会しました。
文通初心者ですがいろんな方と他愛のない話をしたり、
情報を交換出来たらいいなと思います。 宜しくお願いし
ます。

ののんさん
彩の国通り 136番地 2018年6月30日まで

女性
20代

相撲観戦、ラジオ、読書、掃除

いつもお手紙のやり取りありがとうございます。 最近お返事を書
くペースがゆっくりになっておりますが…いただいたお手紙を読み
返したり、文字を書く時間は癒しとなっています。 今後も色々な方
とお話してみたいと思います。

ひめここさん
どんたく通り 88番地 2018年6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。

あずささん
古都みやび通り 57番地 2019年3月15日まで

女性
20代

読書（小説）、漫画、ランニング、バレーボール、
国内旅行、ホットヨガ

初更新です。読書が好きで、話題書・ミステリ中心に
年100冊以上読みます。トラベルミステリの影響から、
鉄道一人旅が好きです。これからもよろしくお願いしま
す。

あらぶるおじさん
日向の国通り 12番地 2019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。
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茉莉花さん
しゃちほこ通り 126番地 2018年9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、写真

更新させていただきました。 仕事が繁忙期に突入する
ため、いつも以上にゆったり返信になるとは思いますが
これからもどうぞ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 2018年12月31日まで

女性
10代

想像、イラスト、読書、Jリーグ、サッカー関東リー
グ、アイドル

ペンネームは、きょうごくりいべと読みます。ロマンティックな想
像、イラスト描くのが好きです。読書とサッカー選手、アイドル大
好き！私は精神疾患持ちですが、根は明るいです(笑)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！

ちさとさん
彩の国通り 155番地 2018年6月15日まで

女性
40代

紙もの ジャンクジャーナル ガーデニング カフェ

紙ものがとても好きです！ほぼ毎日紙ものを見たり、
さわって紙の音を聞いたりしてます笑 コラージュしたお
手紙を書くのが癒しの時間です♪ 女性限定ですがよろし
くお願いします^ ^

めぐぞーさん
常陸の国通り 53番地 2018年6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！

文夏さん
阿波の国通り 13番地 2018年6月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞

病気療養中で時間に余裕があるので、入村しました。読書したり
来年春に新たに大学に入学するので、その勉強をしたり。映画鑑
賞も趣味で、年間60巻ほど見たり。老若男女問わず、日常につい
てなど、お手紙が書けたらと思います。

朔さん
琵琶湖通り 16番地 2018年6月15日まで

女性
30代

街歩き

色々なことに興味があるので、深い趣味というものはあ
りません。年齢に関係なく、楽しく交流が出来ればと思
います。文字に自信はありませんが、よろしくお願いし
ます。

いずみさん
お江戸通り 354番地 2018年6月15日まで

女性
20代

万年筆・インク集め・お昼寝・コーヒー・読書（江國香織さ
ん）・観劇・ハンドクリーム収集

万年筆が好きで、癖字ながらも味が出るところに心底惚れ込んで
います。 紙とインクについて語りだすと止まりません。最近は今
更ながらに刀剣乱舞にハマっています。 趣味はハンドクリーム収集
です。おすすめのハンドクリームがあれば是非教えてください！
仕事の都合でゆっくりペースになることもありますが、どうぞよろ
しくお願いします。

ちささん
平城京通り 33番地 2018年9月15日まで

女性
40代

楽器演奏、編み物、山登り、読書

フルートをやっている兼業主婦です。小6小4の子供がいます。今
は音楽に一番打ち込んでいます。 趣味のことや、日々の小さな嬉
しかったこと、悲しかったことなど、手紙でやり取りできたら良い
なと思いました。読書は好きなのですが最近読めてないので、オ
ススメの本や、感想なども教えてもらえたら嬉しいです。

松ぼっくりさん
さるぼぼ通り 29番地 2018年9月15日まで

女性
40代

散歩、読書(児童書など)、庭いじり、文房具、消し
ゴムはんこ

うさぎを飼っています。散歩の途中でタンポポを摘むの
が日課です。手紙の封を開ける時がすきです。 おすす
めの本や日常の小さなことを教えていただけたら、と思
います。

ちよちゃんさん
相模ハマっ子通り 112番地 2019年3月15日まで

女性
30代

チャチャっと料理作り、旅行、旅行先でのバー巡り、
育児グッズ作り、びじゅチューン！

たまたま見ていた朝のニュースで文通村を知り、小さい頃からの親
戚・友人との手紙のやりとりや、小3〜中3まで続いた友人との交換
日記のワクワク感を思い出し入村しました。現在1歳の息子の子育
て中で、H30年4月に育休から仕事に復帰予定です。手書きのあっ
たかさを大事にしたお付き合いができれば…と思っています。よろ
しくお願いします。
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冬夏(とうか)さん
さくらんぼ通り 14番地 2018年9月15日まで

女性
20代

読書(漫画含む)、映画鑑賞(邦画多め)、スヌーピー
グッズ集め、ゲーム、音楽

趣味が近い方はもちろん、まったく関係なく気軽にお手紙いただけ
れば嬉しいです。 老若男女問わず、お待ちしております。 ミニレ
ターやポストカードなどでも構いません。 最近はALL OUT!!(ラグ
ビー漫画)にハマってます。 私事ですが、2月16日に28歳になりま
す。

藍さん
しゃちほこ通り 137番地 2018年9月15日まで

女性
30代

字(手紙)を書く、フラダンス、ディズニー、文房具を物色す
る、絵本、おいしいものを食べる

初めて更新しました！文友のみなさん、いつも素敵なお手紙をあ
りがとうございます☆これからもよろしくお願いします！字を書く、
手紙を書くことが大好きで、月２回の郵便が楽しみな私です。い
ろんな年代、地域、趣味の方と文通楽しみたいです！女性の方限
定でお願いします。

にゃんころさん
どさんこ通り 129番地 2019年4月15日まで

女性
30代

読書、猫と遊ぶ、お茶でほっと一息

更新しました。お手紙くださった方ありがとうございます。
夫と猫2匹と暮らしています。 日々のこと、趣味のこと、
穏やかに末長く続けられたらと思っています。 文通初心
者ですが、よろしくお願いします。


