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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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ジンタさん
ちゅら海通り 6番地 2018年10月31日まで

女性
40代

ラジオ体操、レタセ集め(学研ステイフルやホール
マーク)、オラクルカード

再度の入会です。私は小1の子がいるシングルマザー。忙しい毎日
で文通はホッとできる大切な時間です。様々な地域に住まれる方
とのご当地の話や、ほのぼのとした日常のよもやま話をお手紙の
中でおしゃべりできたら楽しいなと思っています。よろしくお願い
致します。

かまどねこさん
彩の国通り 70番地 2018年7月31日まで

女性
30代

読書、物書き（今は詩のみ）、手芸（只今休止
中）。歴史。将棋も趣味にすべく勉強中。

以前、珠希という名で登録していましたが、私生活で色々あって持
病を悪化させ、一度村を出ました。長年、心の病のせいで自分に
対する強いネガティブイメージを抱える私にとって、文通は心温ま
る素敵な体験であり、心の支え。だから、病状が徐々に安定して
きた今、再登録しました。世間知らずな独身家事手伝い。自称、
こじらせ歴女（笑）。こんな私ですが、宜しくお願いします。

ともさん
六甲通り 87番地 2018年7月31日まで

女性
30代

文通、音楽鑑賞、クロスワード、ライブに行くこと

初めまして。手紙を書いたり読んだりする事が好きです。
お互いのペースで、やり取りをして色んな話が出来たら
いいなと思うので、よろしくお願いします。

フランチェスカさん
しゃちほこ通り 146番地 2018年10月31日まで

女性
40代

読書 文房具 旅行 散歩

フルタイムで働く３児の母です。子供たちが成長して、
ちょっぴり自分の時間が持てるようになり、文通を再び
始められそうです。よろしくお願いいたします。

ひまわりさん
相模ハマっ子通り 149番地 2018年7月31日まで

女性
50代

世界遺産まわり、サラブレッドを見に行く、水彩画
を書いたりします

はじめまして　53才です　毎日子供に関わる仕事してま
す　お寺や神社が好きで　世界遺産は大好き　サラブ
レッドも好きで　大きなレースで頑張った馬を北海道に
見に行くのが好きです　よろしくお願いいたします

さなさん
彩の国通り 186番地 2018年7月31日まで

女性
60代

音楽　短歌　テニス

音楽は演奏するのも鑑賞するのも好きです。 カラオケ
で歌うのも好きです。 テニスや短歌、ぼちぼちと楽しん
でいます。 また、孫と遊ぶことも楽しみのひとつです。

デイジーさん
彩の国通り 187番地 2018年7月31日まで

女性
50代

映画鑑賞、ディズニー、手芸(ハワイアンキルト＆テディベ
ア)、洋楽、１人でライブ、旅行

初めまして「デイジー」と申します。 手紙っていいですね。中学生
の頃、文通を楽しんでいた記憶が甦りました。 皆さまと気軽にお
手紙で日々を語り合えたらと思い、入村することにしました。 よろ
しくお願い致します。

あぽえみさん
お江戸通り 401番地 2018年10月31日まで

女性
50代

手縫い　わんこを飼っている方　収納や家庭生活、
節約の本を読むことが好き

洋裁に興味があり４月から手縫い教室に通い始めていま
す。主婦です。3歳になるヨークシャテリアを飼っていま
す。収納やかたずけ、生活全般、節約などの本を読む
ことが好きです。女性の方のみ文通を希望します。
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ほうきぼしさん
相模ハマっ子通り 155番地 2018年7月31日まで

女性
40代

お菓子作り、料理、音楽全般、英語学習、植物、
自然、戦国時代

子どもが3人おり、下の子がこの春大学に進学しました。子供たち
が手を離れ、気づけば時間にもずいぶん余裕ができました。そし
てこの気持ちのいい新緑の季節、皆さんとゆっくりとした時間を楽
しみたいと思っています。性別年齢問わず、一緒に文通を楽しみま
しょう！

さぬーぴーさん
平城京通り 39番地 2018年7月31日まで

女性
50代

読書、カフェめぐり

耳が不自由で、大学生、高校生の子どもが2人います。
子育ても落ちつき、久しぶりに文通を再開したく、投稿
しました。健康、カフェ、子育て、教育などいろんなこ
とを手紙で話しませんか？

ももかさん
お江戸通り 403番地 2018年7月31日まで

女性
30代

ドライブ、国内旅行、散歩、甘いものを食べること、
漫画、アニメ、猫好き

はじめまして。スマホばかり見ている毎日に疲れてしまい、手紙で
文章を書いてやり取りをしたいと思いました。ドライブや旅行が好
きで、一人でよく色々な所にいきます。家では料理をしたり、読書
（小説、漫画など）したり一人暮らしを楽しんでいます。全国各
地、幅広い年齢層の方とやり取りができればと思います。よろしく
お願いします。

かんちゃんさん
杜の都通り 70番地 2018年10月31日まで

女性
40代

コーヒー、海外ドラマ、文具店巡り、マステ・切手
収集、語学、

小学生の頃の文通が楽しかったことを思いだし、入村を決めました。
仕事もパソコン、友人ともSNSがほとんどになってしまったので、
日常の楽しい出来事やご当地ならではのお話を日本各地の方々と
したいです。よろしくお願いします！

花鈴さん
彩の国通り 192番地 2018年10月31日まで

女性
30代

海外ドラマ、読書、映画観賞

はじめまして、かりんです。文通初心者です。新しいことに挑戦し
てみようと、入村しました。 読書は、ミステリーや、エッセイが大
好きです。レターセットやマステも好きです。字はあまり上手では
ありませんがどうぞよろしくお願いします。

あいりさん
茶畑通り 92番地 2018年10月31日まで

女性
30代

ヨガ・ピラティス 、昼寝、読書、コスメ(美容)、ディズニー
リゾートに遊びに行くこと

猫が大好きです。中学2年になる子どもを育てており毎日バタバタ
と過ごしていますが、仕事が休みの土日はヨガ・ピラティスで身体
を整えたり自分のペースでのんびりと過ごしています。色々な年
代の方と文通を通して楽しくお話をしたいと思っています。よろしく
お願いします。

しその葉さん
なにわ通り 206番地 2018年7月31日まで

女性
40代

読書 テレビドラマ

年齢、性別、どんな方でも。 他愛のない話や、誰かに
打ち明けたい話など語りあえたらなぁと思っています。

美玲さん
どさんこ通り 148番地 2018年7月31日まで

女性
30代

小物作り、紅茶、園芸(室内)、インテリア

こんにちは、みれいといいます。趣味に書いたものは好きという程
度でどれも本格的ではありませんが、見たり試したりして楽しん
でいます。お互いを大事にしながら知り合っていけるお友達に出会
いたくて登録しました。よろしくお願いします。

ゆいさん
越前通り 14番地 2018年10月31日まで

女性
30代

マンガ、アニメ、ジブリ、スイーツ、雑貨屋巡り

1歳と4歳の男の子の育児中です。手紙を書くことが大好きで学生
時代に文通をしていました。育児の合間にホッと一息自分の時間を
持ちたくて、誰かと手紙で繋がりたいなと思い始めました。心がほっ
こりするようなやりとりが出来ればいいなと思ってます。素敵なご
縁で結ばれますように☆

ぷくこさん
彩の国通り 193番地 2018年7月31日まで

女性
40代

本屋さん、字を書くこと、日記、パン、散歩、アロ
マ、ドラマ、カフェ、文具

夫と二人暮らし。子供はいません。手紙や日記など文字
を書くことが好きです。体力造りのために毎日散歩して
ます。趣味のことや身の回りのちょっとしたことを話せた
らないいなと思っています。よろしくお願いします。
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ウルフキャットさん
彩の国通り 194番地 2018年7月31日まで

女性
20代

海外ドラマ、映画、レタセ集め、カラオケ、コスメ、夜景を
見る、料理、音楽、ショッピング

初めまして！仕事は動物看護師兼トリマーをしてます♪趣味、日常
の他愛も無いこと、愚痴、何でも話せる方を募集してますヽ(♡´∀｀
♡)ﾉ楽しく色々話しましょう！ロンレタの方大歓迎です☆ペースは
早い方です！よろしくお願いしますヽ(・∀・｀*)

くみさん
どんたく通り 114番地 2018年10月31日まで

女性
30代

読書 ペン習字 万年筆 インク ヨガ Eテレ

3歳の息子と主人と3人家族です。万年筆で字を書くことにはまって
いて、インクを色々使うのも楽しいです。読書はホラー系は苦手
ですが、漫画も小説も好きです。一筆箋やポストカードでのやり
取りもしてみたいです。趣味、日常、育児のことなど、色々な方
とお話したいです。ゆっくりペースになるかもしれませんが、仲良
くしていただければ嬉しいです♪女性限定でお願いします。

はつきさん
彩の国通り 195番地 2018年10月31日まで

女性
40代

神社めぐり、御朱印、読書、韓流ドラマなど

小学生の男の子ひとりいます。私には趣味といえるほどの趣味が
なく、今後の人生のためにただいま趣味探しをしているところで
す(^^)人の話を聞くのが大好きなので、みなさんのお話ぜひ聞か
せてください(*^^*)子どもの話。趣味の話。仕事の話。愚痴でも
なんでもオッケーです♪私と同じ子どもが一人っ子の方もぜひ(^^)

赫音（あかね）さん
越後通り 49番地 2018年10月31日まで

女性
30代

文通、占い、手芸、ゼンタングル、福袋、懸賞、
ネイル、漫画・アニメ、ピアノ、麻雀

新居で手紙が欲しいので前々から興味のあった文通村を始めます。
ダイエットと部屋の片づけは人生のテーマ… カード、ポストカード、
同人グッズなど文通に使うものはこだわりません。 NGなことがあ
れば教えてください。文通のペースは相談で。私からはなるべく早
く返信します。 引っ越す方・引っ越した方・引っ越したい方からの手
紙も心待ちにしています！

りんごさん
お江戸通り 404番地 2018年10月31日まで

女性
20代

料理、食べ歩き、映画・ドラマ・アニメなどを見る
こと

休みの日は釣りに行ったり山に登ったり、ランニングやジムに行っ
たり、でもゴロゴロ過ごすのも大好きです。 猫ちゃんを飼ってい
ます。 20代ももうすぐ終わりなのですが、この春から通信で大学
に行きます(^^) よろしくお願いします！

すてぃんきーさん
お江戸通り 405番地 2018年7月31日まで

女性
20代

カメラ、写真、読書、テニス、切り絵、旅行、ゲー
ム、ムーミン、ポーリッシュポタリー

はじめまして。都内でOLをしています、すてぃんきーです。 趣味
は写真で、よくカメラを持って様々なところにでかけています。 趣
味のお話、仕事や家族の話、嬉しかった事等、日々のちょっとした
出来事を共有しましょう。もちろん、ポストカード等でのやり取り
も大歓迎です(^^) 様々な年代の方からのお手紙をお待ちしていま
す！

いけの　かえるさん
なにわ通り 208番地 2018年10月31日まで

女性
20代

さんぽ　旅行　寺社仏閣巡り　文房具　写真　ハ
ンドメイド

便箋やシールが好きで、つい買ってしまうのですが、渡す相手が
おらず・・・。 かわいいなぁ　きれいだなぁ　と思ったものを少しで
も共有していただけたら嬉しいなと思います。 あなた様の趣味の
事、身近な出来事、見たもの聞いたこと。たくさんのことを教えて
ください。

∞まるまる∞さん
相模ハマっ子通り 156番地 2018年7月31日まで

女性
30代

映画鑑賞・読書・旅行・神社お寺巡り・ディズニー
音楽鑑賞・ドライブ・関ジャニ∞

犬・猫たちと触れ合うことが毎日の楽しみです♪ 色々な事に興味が
あり、色々なものを見たいので、友達や家族とドライブや旅行に
よく行きます！ 自然が豊かな所が大好きで、最近は神社やお寺巡
りで癒されています(^-^) 好きなもののお話だけでなく、色々なお
話をしたいと思っております！

芽梨さん
とちおとめ通り 53番地 2018年7月31日まで

女性
30代

読書、ヨガ、旅行、英語学習

同級生と文通をしておりますが、世代の違う方との文通も興味が
あり登録しました。コージーミステリーやビジネス本を読みます。
ノートにまとめるのが好きで、英語学習も趣味で行なっています。
ヨガやマラソンもします。コーヒーを飲みながらのんびりお手紙を
書きたいです。

まんまるあとむさん
相模ハマっ子通り 157番地 2018年10月31日まで

女性
50代

カフェ、読書

カフェで美味しいものを食べながら本を読むのが、私の
元気のもとです！ 手紙を通して日常のことなど、色々お
喋りしたいと思っていまーす。
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つぼみさん
どさんこ通り 149番地 2018年7月31日まで

女性
50代

読書、映画鑑賞、旅行、ヨガ、温泉巡り

初めまして！　日々の話をしながらお互い笑顔になるよ
うなやりとりが出来れば嬉しいです。手紙の良さを感じ
たくて文通村に登録しました。よろしくお願いします。

すごろくさん
六甲通り 143番地 2018年10月31日まで

女性
60代

映画、海外ドラマ、スポーツTV観戦(高校野球·駅伝·バス
ケ·ラグビー) 熱帯魚、猫

私はLGBT交流会に、アライ(支援者)として参加しています。
個々の多様な価値観を受け入れたいと思う、大事な日常のひとつ
です。 ｢大丈夫ですよ~｣な方以外はごめんなさい。 色々な｢大事
な日常｣をお話しませんか？ 年令·性別問わずお待ちしています。
宜しくお願いしますo(^o^)o そうそう!最近｢high&low｣にハマって
ますっっ!

白星さん
ピーナッツ通り 194番地 2018年7月31日まで

女性
20代

動画視聴、漫画、読書、映画鑑賞、ヨガ、カラオ
ケ、ダンス、将棋、書道

はじめまして。学生時代に手紙を書くのが好きで、また書きたいな
と思って始めました(^^)動画視聴は、乃木坂46が好きなのでその
番組を主に見ています。ダンス、将棋はまったく初心者で、これか
ら始めようと思っています。漫画は少女漫画や、エッセイ漫画が好
きです。老若男女問わず、楽しく文通したいです。よろしくお願い
します。

ななさん
なにわ通り 209番地 2018年7月31日まで

女性
30代

海外ドラマ、編み物、物作り、ワークショップ、料理、パン
作り、本、スノーボード、スケート

多趣味の飽き性です。ナナイロメキシコインコと暮らしています。
道具や文房具、紙、布、調味料など なにかを作るモノ集めが好き
です。 日常の出来事や、こんなのある！これ良かった！など
色々やりとり出来たら嬉しいです。お手紙待ってます！

深空さん
ピーナッツ通り 195番地 2018年10月31日まで

女性
20代

音楽鑑賞、ひとりカラオケ、アニメ・ゲーム、ひと
り旅

もっと仕事以外にいろんな方とお話できたら、と思ってはじめてみ
ました！みそらです。音楽は部活もやっていたので吹奏楽曲、ま
たポルノグラフィティが大好きでよく聴きます。ゲームではファイ
ナルファンタジー大好き！ マイペースなお返事になってしまうかも
しれませんが、ゆっくりお話しできたら嬉しいです！

ようさん
さくらんぼ通り 19番地 2018年10月31日まで

男性
60代

読書・ドライブ

定年を過ぎたものです。 老婆の生活介助があり、あま
り表に出られません。 そこで、こういう場を利用して、
いろんな方とお話し、交流したいと思い、登録しました。
どうぞ、よろしくお願いします。

おれんじさん
相模ハマっ子通り 158番地 2018年10月31日まで

女性
20代

ディズニー 映画鑑賞 カフェ 写真 工作 絵本 雑貨巡
り テニス

のんびり雑貨屋さんやカフェや図書館など巡ることも好きですし、
体を動かすことも好きです。小説や漫画、絵本を読むことも好き
です。同じ趣味の方も違う方も老若男女問わずいろいろな方とお
話できたら嬉しいです！ポストカードや短文長文なんでも大歓迎
です！趣味や日頃のこと、恋や仕事や相談などなど、お手紙お待
ちしてます。

pinokoさん
伊勢通り 35番地 2018年7月31日まで

女性
50代

バイク・キャンプ・山登り・ランニング・読書・映画・
歴史

子供も手を離れ（つつ）自分の時間を有意義なものにしようと、
一人で、または友達と趣味を楽しんでいます。今はメールやＬＩ
ＮＥで瞬時に人とつながりを持てる時代ですが、あえて手紙でさ
さいな日常をやりとりする文通にとても興味があり申し込みました。
心の友になれるような方とこの村で出会えることを期待しています。

ふくろうさん
さるぼぼ通り 39番地 2018年10月31日まで

男性
50代

ドライブ、バードウォッチング、水泳、星座、神社
仏閣、絵画、折り紙

色々な地域や年代の方と文通を通してお知り合いになれ
たらいいなと思い入村してみました。趣味も年代順に並
べてみましたが、時間ができたらというのが多いです。
私でよければお便りお待ちしています。

みどりさん
彩の国通り 197番地 2018年7月31日まで

女性
40代

手芸、読書、相撲観戦、ラジオ、マンガ、美容

二人の男の子の育児に奮闘中の主婦です。手紙をやり
取りするわくわく感を楽しみたいです。私とは違う趣味
を持つかたのお話をきいてみたいです。もちろん、同じ
趣味の方も!宜しくお願いします！
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さざなみさん
ちょるる通り 32番地 2018年10月31日まで

女性
50代

ガーデニング、メダカ、カメ、多肉植物、バードウ
オッチング、音楽、絵手紙

昔から好きだった文通をまた始めてみたい、と入村を決
めました。趣味の合う方、よろしくお願いします。

ランタナさん
どんたく通り 115番地 2018年7月31日まで

女性
60代

語学、旅行、日記、何でも記録する

韓国語を勉強しています。韓国ドラマを見て、韓国に旅行していま
すが、他の国のドラマも好きですし旅行なら何処でも行きたいで
す。。昔は(高校生の時)文通が趣味でした。文章は上手ではあり
ませんが書く事は大好きです。楽しく手紙の遣り取りがしたいです。

(5)さん
上州三山通り 49番地 2018年7月31日まで

女性
20代

趣味:日記 興味:美術館、手帳類図書館、紙幣追跡

はじめまして。20代前半、社会人3年目です。 現実世界では交流
を持つことの無い他人の人生を覗き見することにロマンを感じます。
仕事の愚痴、マニアックな趣味、片思い…どんな内容でも大歓迎
です！ 同じニュアンスで文通を楽しみたい方がいらっしゃればよろ
しくお願いします。

あおさん
どんたく通り 116番地 2018年7月31日まで

女性
20代

字を書くこと、泳ぐこと、バドミントン、アクセサリー
集め、ヘアアレンジ　読書

はじめまして(^^)以前から文通村に興味があり、この度やっと入村
しました★ 字を書くことが大好きで、日記やお手紙などを書いてい
る時間が毎日の癒しです♡ ポストを開けた瞬間のワクワク感にとり
つかれて文通を始めましたが、もっといろいろな方とお話ししたい
ので、どうぞよろしくお願いします(*'ω'*)

アヤメさん
お江戸通り 409番地 2018年7月31日まで

女性
20代

万年筆、インク、マステ、写真、漫画・アニメ、ディ
ズニー、カフェ巡り、甘いもの

はじめまして！結婚して1年目の主婦で、夫とハムスターと暮らし
てます。万年筆とインクにハマり今年は初めてインクも作りました！
カフェで甘いものを食べつつ手紙や日記を書くのが好きです。漫画
は少年・青年誌が好きで今はゴールデンカムイにハマっています！
ゲームは刀剣乱舞にお熱。 年齢性別問わず色んな方と楽しくお手
紙のやり取りがしたいです。どうぞよろしくお願いします。

うたたねさん
さくらんぼ通り 20番地 2018年10月31日まで

女性
20代

昼寝、読者、散歩、温泉、ドラマ観賞、旅行、ゲーム、動
画観賞、動物、だらだらのんびりする事

こんにちは、文通するのははじめてです。 人と話すのか得意では
ないので、文章を通じて友達を作りたいと思いはじめました。 楽
しく色々お話したいです。 暖かい日は散歩したり、家族と温泉に
いったり、日向ぼっこしながら寝たり、ゲームしたり、動物は飼っ
ていないんですが好きです。 よろしくお願いします。

だるままんじゅうさん
相模ハマっ子通り 159番地 2018年10月31日まで

女性
40代

手芸、山登り、神社巡り、折り紙

文通ははじめてです。手紙を通して、沢山お話し出来た
ら嬉しいです。子供が大好きです。花や植物、動物も
大好きです。どなたか、文通していただけませんか？よ
ろしくお願いします。

おもち。さん
茶畑通り 93番地 2018年7月31日まで

女性
20代

読書、ゲーム、お絵かきロジック、折り紙、カフェ
でまったり、アドラー心理学を学ぶ

はじめまして、おもち。と申します。 読書やゲームが好きな社会
人です。珈琲を飲みながらの読書が、今一番の癒しです。 自分と
向き合うことや、人との関わりで壁にぶつかり、それでも頑張って
向き合いたくて文通をしてみようと思いました。 小さくても、何気
ないことでも、身近なことからお話しできたら嬉しいです。 よろし
くお願いします！

まつこさん
相模ハマっ子通り 160番地 2018年10月31日まで

女性
30代

お1人カフェ、文房具店巡り、100均巡り、温泉、
スポーツ観戦

はじめまして。元々字を書いたり、レターセットを集める事が好き
で、何十年ぶりかに文通を始めたいと思い入村しました。日常の
事や趣味の事、小さな事でも話せて、ゆっくりでも末長く続けてい
けると嬉しいです。色んな地域の方、世代の方とのご縁を楽しみ
にしています。よろしくお願いします。

そるとさん
めんこい通り 29番地 2018年7月31日まで

女性
20代

かぎ針編み、映画鑑賞、お絵描き、散歩、漫画、
音楽、ギター

はじめまして。手紙を書くことが好きで、文通でいろんな方と繋が
れたら良いなと思い、入村しました◎同世代の方でも、歳の離れ
ている方でも、日々の出来事や、趣味のことなど、楽しくお話が
出来たら嬉しいです♪ゆっくりとしたペースになるかもしれませんが、
よろしくお願いします。
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ばむこさん
平城京通り 7番地 2019年5月15日まで

女性
30代

写真、マステ、シール、レタセ、葉書、消しゴムはんこ、切
手、ポストクロッシング、風景印、散歩

便せんを選び、シールや切手を合わせて送ったり、届い
た手紙を開けるときが楽しくて文通が好きです。趣味や
日々の出来事など何でもお話できたらうれしいです。

こうすけさん
とちおとめ通り 3番地 2019年5月31日まで

女性
40代

読書、手芸、工作

「本がないと生きていけない」くらい読書好きです。空き
時間を見つけて図書館＆本屋通いしています。お互いの
好きなものから日常の些細な事までお話しできればうれ
しいです。

美し村ｱﾙﾌﾟｽさん
信濃通り 3番地 2019年5月31日まで

女性
40代

サイクリング、レターセット作り、お料理

村民登録5年目、ささやかですが、こんな事やあんな事
しましたと、書くのが楽しく続けています。今年の目標
は北アルプス「燕岳」（つばくろだけ）に登ること。どう
ぞ、よろしくお願いします。

みずいろさん
平城京通り 3番地 2019年5月31日まで

女性
60代

読書etc

いつもお気遣いのある優しいお手紙を、ありがとうございます。私
の座右の銘は〝自分にないものを数えて悲しむより、自分にある
ものを数えて感謝する〟です。ラジオを聞きながら歩くのが日課
です。一期一会のつもりで手紙を書きたいと思います。

善々さん
とちおとめ通り 7番地 2018年11月15日まで

女性
50代

文通、読書、スポーツ観戦（サッカー）、紙を切っ
たり貼ったり

こんにちは。早寝早起きの善々です。午前中だけスーパーで働き、
高齢の義父母の様子を気にしながら夫と猫と暮らしています。毎日
いろんなことがあるけれど机に向かって手紙を書いていると気持ち
が整理されるのか、落ち着くし頑張れます。手作り封筒でもＯＫ
だよと言ってくださる女性の方、年代は問いません。手紙で楽しく
おしゃべりしましょう。でっかい猫といっしょにお手紙待ってます。

にたこさん
阿波の国通り 2番地 2018年11月15日まで

女性
30代

読書、文章を書くこと、俳句、パン作り、公演観賞

楽しいことのみを追いかけるのは問題かもしれませんが、「人生を
楽しんでやるぜ!!」という意欲は持ちたいです。私とご縁を作って
下さる方との文通を楽しむのもその楽しみのひとつ。笑顔になりた
きゃ「笑顔になる」と決めてしまえばいいというのが信条です。

雪丸さん
きりたんぽ通り 3番地 2019年5月15日まで

女性
50代

雑貨屋・文房具店巡り、一人旅、ほぼ日手帳、マ
スキングテープ

皆でワイワイも好きですが、１人旅しながらゆっくりす
る時間も大切にしています。最近語学を再開しグローバ
ル化を目指してます(笑) 申し訳ありませんが、女性限定
でお願いします。

電気予報軽さん
なにわ通り 31番地 2018年11月30日まで

男性
50代

散歩、町中散策、文通

文通村の村民になって数年、いつもお手紙を書いてもらっ
てありがとうございます。今回も更新ですが、遠方近方
問わずお手紙下さいネ。お気軽に。

わかばさん
信濃通り 14番地 2018年11月30日まで

男性
40代

公園散歩、音楽聞く、野菜づくり、心理本を読む

自分は学生時代にいじめられて辛い思いをしました。それがきっか
けで心の病気になっています。今でもたまに学生の時のみじめな
自分を思い出します。心のメンタルに関心のある人や共感された
人、性別問わず手紙を下さい。

和花（のどか）さん
しゃちほこ通り 37番地 2018年8月31日まで

女性
40代

読書、テレビ、映画、切手収集、音楽

1才の娘がいる専業主婦です。子育ての事や日々の事な
ど文通できたらうれしいです。ゆっくりペースになります
がよろしくお願いします。
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まゆさん
ちょるる通り 11番地 2019年5月31日まで

女性
30代

アロマ、読書、手紙を書く事、花・グリーン、文房具、雑貨、
ネイル、お酒(ワイン)、コスメ

いつも楽しくお手紙のやりとりをさせていただいています。ご縁を
いただいている村民さん、いつもありがとうございます。新しいご
縁も広げていきたいと思っていますので、ゆっくりのペースにはなっ
てしまいますが、お手紙いただけると嬉しいです。

月野うさぎさん
お江戸通り 99番地 2019年5月31日まで

女性
30代

文通、文房具（ペンを集める）、旅行、写真

すっかり文通村にハマってしまいました。またあっという間に、更
新の時期がきました。楽しいことを見つけるのが大好きです。飽
きっぽい性格なので、長く続く楽しいことを探しています（笑）。
文通は、長く続いている楽しいことの一つです。写真も好きです。
発達障害があって不器用だけど、前向きに生きています。楽しい
話。色々話しませんか？

海月さん
しゃちほこ通り 44番地 2019年5月15日まで

女性
30代

旅行、カメラ、映画鑑賞、雑貨屋＆カフェ巡り、
などなど、楽しいこと全般!!

猫が大好きな海月です。カメラを持って旅行やドライブに出かける
のが好きです。旅先でカフェや雑貨屋に行くのも楽しみです♪愛知
以外に住んだことがないので、日本各地の方と色んなお話が出来
たら嬉しいです！年齢は問いませんが、できたら同性の方と気兼
ねなくお話ができたらなと思います。よろしくお願いします！

Mokiさん
しゃちほこ通り 46番地 2019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。

べにまるこさん
ピーナッツ通り 51番地 2018年11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。

ことりさん
どんたく通り 29番地 2018年11月30日まで

女性
30代

映画、読書、文通、雑貨、レタセ・マステ集め、
メルカリ

文通村の生活はとても楽しいです♪♪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。

chamiさん
なにわ通り 51番地 2019年5月31日まで

女性
40代

ＴＶドラマ、DVDレンタル、カフェめぐり、ジャニー
ズ（キスマイ.NEWS）

こんにちは♪文通村から届くお手紙を毎回楽しみにしています。家
族は中学生と小学生の子どもが3人と夫の5人家族です。パートが
休みの日に家事の後の紅茶とテレビと手紙♪これが至福の時間です。
40代に入って、体調の変化に戸惑うことも増えてきましたが、大好
きな文通に癒されています。子育て、趣味、時事ネタ、日常のこ
となど文通しませんか？どうぞよろしくお願いします。

メダルチョコさん
彩の国通り 62番地 2018年11月15日まで

女性
50代

ラジオ、映画（DVD）、読書、ピアノ、英語多読、
ソーイング

夫と2人暮し。ラジオ（AM)はしょっちゅう聴いてます。映画DVDは
週2本位。読書はせいぜい月５，６冊なのですが、小説もノンフィ
クションも好きです。ベテランの方も入村したての方も、本や映画
についてじっくり語り合いたい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。

ジャムおばちゃんさん
なにわ通り 55番地 2018年11月30日まで

女性
50代

料理（特にパン作り）、手芸、洋裁、新聞の投稿

文章を書くことが好きで最初から絶対に継続しようと思っていまし
た。数人の文友さんたちとは毎回楽しく色々な?お話し?をさせても
らっています。手紙がとても待ちどおしくてポストを開けるのが楽
しみです。たくさんの方との出合いを期待しています葉?「シングル」
さん大歓迎です!!

ほこさん
きびだんご通り 12番地 2019年4月30日まで

女性
40代

料理すること、食べることで笑顔を見ること、ゴル
フ、音楽鑑賞
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つぼみさん
杜の都通り 30番地 2018年10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）

ひめぜんさん
上州三山通り 17番地 2019年5月15日まで

女性
40代

ドラマ、アニメ、御朱印、温泉、食べ歩き、和服
でお出かけ

こんにちは。毎月2回のお手紙をとても楽しみにしています。趣味
が同じ方もそうでない方も、歳の離れた方も日々のちょっとしたこ
とや、色々な話題で沢山お話できると良いですね。文友の皆様、
そして新たな文友の皆様もどうぞよろしくお願いします。

セツさん
平城京通り 15番地 2018年11月15日まで

女性
40代

読書、ゲーム、楽器演奏

手紙はガラスペンで書いています。独身、自営業。ちょ
こっと二胡を弾き、月に数本映画を観ます。特撮ヒーロー
とジャニーズも好きです。老若男女問わずいろんなお話
ができたらと思っております。よろしくどうぞ。

ナカジーさん
どんたく通り 51番地 2019年5月31日まで

女性
30代

雑貨屋・本屋・文具ｺｰﾅｰ巡り､ｺｽﾄｺ､子供とお出かけ(音楽・
劇)､絵本､文鳥､軽く運動

文通して下さってる皆さんいつも素敵なお手紙ありがとうございま
す。夫,小2,1歳の姉妹の4人家族です。子どもとコストコに行ったり
（オススメあれば知りたいです）、劇など一緒に観に行ったりす
るのも好きです。美容や健康の事も気になりつつあります。趣味
の事、日常生活の事など色々お話できたら嬉しいです。

オジロさん
お江戸通り 178番地 2018年11月15日まで

女性
40代

読書、海外ドラマ、お取り寄せ、編み物、料理、
食べ歩き、文具、雑貨屋廻り

のんびりペースでも大丈夫な方よろしければ話相手になっ
て下さい幅広い年齢・職業・趣味をお持ちの色んな方と
やりとりできればいいなーと思っております。

えりこさん
どさんこ通り 62番地 2018年11月15日まで

女性
30代

マスキングテープや千代紙を使った封筒作り、ラン
ニング、古切手集め、ハワイ

珈琲をお供に読書する時間と、BSの紀行番組を見ている時間が幸
せのひと時です。観葉植物が好きで、気がつくと鉢が増えていま
す。現在は小さなお寿司屋でパートをしながら、夫とワンコ1匹と
ともに北国暮らしです。日々の出来事など、ゆったりお話ししませ
んか。

ねうねうさん
彩の国通り 93番地 2018年8月31日まで

女性
20代

ラジオを聴くこと、パワーストーン(原石)集め

初めまして、ねうねうと申します。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。早いもので、何度目かの更新を迎
えました。４月から知らない土地に引っ越し、ますます文通村にお
世話になる日々です。最近の好きなことは、ラジオを聴くことです。
映画を観に行くのも好きです。よろしくお願いします。

牡丹一華さん
相模ハマっ子通り 5番地 2018年10月15日まで

女性
20代

手芸、読書、語学、切り絵、大人のぬり絵、神社
仏閣めぐり、御朱印、写真

いつも温かなお手紙ありがとうございます｡皆様のおかげで初の更
新日をむかえました｡文通を始め､今までの色彩淡い世界にぱっと色
がついた様な感覚を今でも覚えています｡数枚の紙を通しお互いの
見ている世界を少しでも伝えあえたらと思っています｡些細なこと
でも構いません｡闘病中の為お返事が遅くなる事もありますが必ず
返信させていただきます｡どなたでも､よろしくお願い致します｡

瀬秋さん
ちょるる通り 22番地 2018年10月31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。

ひまわりさん
彩の国通り 99番地 2018年10月31日まで

女性
40代

旅行、ハンドメイド、切手収集、料理

よろしくお願いします
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楓さん
お江戸通り 202番地 2018年11月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、イラスト、漫画、アニメ、手芸

初めまして｡超ｲﾝﾄﾞｱな30代既婚女性です｡本や漫画はﾌｧﾝﾀｼﾞｰ､ﾐｽﾃ
ﾘｰ､ﾎﾗｰをよく読みます｡映画ではﾃﾞｨｽﾞﾆｰが別格に好きです｡趣味の
話はもちろん､日常の些細なこと､仕事のこと等色々お話できれば
と思います｡あと､大きな声では言えませんが旦那さんが大好きで
す…ノロケ歓迎です(笑)長文さんも短文さんもｳｪﾙｶﾑ!言葉のｷｬｯﾁﾎﾞ
ｰﾙを楽しみたいと思っています｡年齢は問いませんが､勝手ながら女
性限定でお願い致します｡

ともさん
相模ハマっ子通り 15番地 2019年5月15日まで

女性
30代

温泉、日本酒、ぼーっとする時間、散歩

文通村に入村して、日々の生活に彩が生まれました！建築関係の
会社に勤めており、人間関係や今後の人生に若干悩み中の独身生
活を送っています。日々の些細な出来事や、楽しかった事・嬉しかっ
た出来事、時には愚痴等をこぼしあい、日常を少しでも豊かにで
きたらと思っています。年齢問わず、他愛のないお話などやりとり
できたら嬉しいです！

はちさん
古都みやび通り 45番地 2019年5月31日まで

女性
20代

買い物、ディズニー、スタバ、サンリオ、マスキン
グテープ収集

2歳の男の子を保育園に預けて仕事をしています。毎日あっという
間に過ぎていきますが、手紙を読んだり書いたりする時間は私に
とってとても大切な時間になっています。子育てのこと、仕事のこ
と、家事のこと、その他他愛のないことなんでもお話ししましょう！

わみさん
ピーナッツ通り 104番地 2019年5月31日まで

女性
20代

図書館で本を借りて読書。書店で立ち読みもして、
欲しい本は購入。

本が好きで、借りたり、立ち読みしたり、時には思い切って購入し
たりしています。何かこう気分が落ち込んだり悩みを抱えた時は、
必ずといっていいほど書店に足を運んでいます。書店は、私のパワー
スポットです（笑）。性別、年齢問わず、こんな私でよければぜ
ひ!!お便りお待ちしてます。

スヌーピーさん
相模ハマっ子通り 20番地 2018年11月30日まで

女性
50代

テニス、書道、ジョギング

入村二年目を迎えました。書道が趣味です。条幅にリズ
ミカルな筆遣いで書くことが目標です。日常些細な事、
季節や地域の話などのんびりとやりとりできれば嬉しい
です。よろしくお願いします。

さくらの花びらさん
しゃちほこ通り 96番地 2018年11月30日まで

女性
60代

ぬり絵、一人旅をすること

九州からしゃちほこ通りに引越して二年が過ぎ、文通で
たくさんの方とのふれあいを大切にしたいと思います。
どうぞお便り下さい。

夏澄さん
相模ハマっ子通り 35番地 2018年10月31日まで

女性
20代

読書、アニメ鑑賞、舞台鑑賞（主に東宝ミュージ
カル）、音楽

福祉施設で介護士をしています。よく「キツい仕事」とイメージさ
れがちですが、私はこの仕事が楽しくて大好きです。同じ業種の
方とも交流できたら（愚痴や笑い話なども交えて）嬉しいです。
趣味の合いそうな方も勿論大歓迎です!!よろしくお願いします。

あきちゃんさん
いよかん通り 17番地 2018年11月15日まで

女性
50代

文通、ポスクロ、キャラクターグッズ、雑貨やさん巡り、映
画・DVD鑑賞、スマホゲーム、旅行

のんびりペースになりますが、それでもokという方、封
書でもポストカードでも構いません。気軽にお手紙くだ
さいね。

てくてくさん
お江戸通り 229番地 2019年5月15日まで

女性
50代

読書、散歩、おいしいものやおもしろいものを見
つけること

どんな手紙を書こうか、レターセットを選びながら考え
ているときがうれしいです。また、お手紙を書くことで
心が落ち着いて、自分自身を見つめ直しています。文友
の皆様、これからもよろしくお願いします。

ソーエンさん
越前通り 10番地 2019年5月31日まで

男性
60代

読書、ドライブ、ツーリング、散歩、観葉植物、ス
テンドグラス、温泉巡り

初更新です。これまでおたよりをいただいた皆様に感謝申し上げ
ます。いろいろな方の思いを知り大変人生が豊かになりました。
私は現在、福祉の居宅介護支援事業を個人でしています。ゆっくり
人生を楽しみながら生きることをモットーにしています。月2回のお
たよりで語り合えることを喜んでおります。
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リクさん
きびだんご通り 43番地 2018年11月30日まで

女性
20代

漫画、アニメ、文房具集め

小説も好きですが、最近は手軽さからつい漫画ばかり色々読んで
います。ジャンプなどの少年・青年向け雑誌に載っているような漫
画がほとんどです。最近は「それでも町は廻っている」を読みまし
た。文房具は主にシールやレターセットのような紙モノが好きで、
マインドウェイブ、クーリア、ミドリカンパニーなどの商品をよく購
入しています。どうぞよろしくお願いいたします。

こうさん
信濃通り 39番地 2018年11月30日まで

女性
30代

地球ドラマチックとブラタモリを見ること、絵、ギ
ターの練習。

だいぶお休みしてしまいました。またよろしくお願いします。のん
びり、短文、絵手紙、どれも好きです。また、趣味に熱い方のお
話を聞いたりするのも好きです。おそらく自分がマニアックだから
だと最近気がつきました…どうぞ宜しく。

サリーさん
お江戸通り 256番地 2019年4月30日まで

女性
30代

紙もの、北欧雑貨、うつわ、料理、ハンドメイド、
サンリオ、モンスト、御朱印etc

文友さん、いつも楽しいやりとりありがとうございます！趣味が合
う、日々の出来事を話したいなど、どんなことでもOKです。お試
し感覚で一度お手紙書いてみませんか？残念ながら気が合わない
と思ったらやめてもいいし、気が合えば自然と長く続くと思うので。
文通らいふ楽しみましょ～♪

三毛猫さん
越後通り 29番地 2018年10月31日まで

女性
40代

文通、レターセット集め、パズル、猫、ジブリ、文
房具集め

はじめまして。文通する事がとても好きで、子育てもようやく落ち
着いて来たので、自分の好きな事をしようと思い入村しました。猫
が大好きで可愛いレターセットを集める事にもハマってます。
日々の出来事や悩みだったり、心温まる手紙のやり取りしません
か？年齢問わず沢山の方と手紙で色々お話しできたらいいなぁと思っ
てますのでよろしくお願い致します。

有寿さん
紀州通り 10番地 2018年11月15日まで

女性
40代

ドライブ、楽器演奏、オーケストラ、吹奏楽、カフェめぐり、
ショッピング、キレイな景色をみる

３人の子どもがいます。自分も毎日楽しみたくて、いろいろ出か
けたりしています。 手紙を書いて、たくさんの方とホッとするよう
な時間を共有出来ると良いなぁと思っています。 年齢性別問わず、
やりとりしたいです。 よろしくお願いします☆

あゆみさん
常陸の国通り 43番地 2018年11月15日まで

女性
30代

文通、読書、温泉へ行く、ディズニー、嵐

こんにちは。毎回お便りが届くのが楽しみです。小学生
の娘がいます。海の近くに住んでいます。 子育ての合間
にお手紙を書く事がとても楽しいです。

マリエさん
常陸の国通り 44番地 2018年11月30日まで

女性
50代

ガーデニング、ゲーム、読書

あまり出歩けない暮しに変化をと入村しました。色々な
土地からの便りを待っています。

りぃさん
とちおとめ通り 42番地 2018年10月15日まで

女性
40代

多肉植物、猫と遊ぶ、アクアリウム、ゲーム

再登録です。以前お手紙を頂いた方、なかなかお返事
が書けずにすみませんでした。頂いたお手紙のお返事を
ゆっくりペースになりますが書きます。またよろしくお願
いしますm(_ _)m

澄江さん
ピーナッツ通り 142番地 2018年10月31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。

珊瑚さん
お江戸通り 288番地 2018年11月15日まで

女性
50代

読書・料理・洋裁

何かを作る事全般が好きです。作るには、創　造　が含まれてい
て、料理や細かい物も作りますし、気が乗ればDIYにも挑戦します。
頭の中では、想像という世界を彷徨いながら、やはりイメージの
世界で何かを作っています。こちらでは、人との繋がりを作ってみ
たいと思っています。



第204号 2018年4月30日
　　12

イチリンソウさん
めんこい通り 23番地 2019年5月15日まで

女性
40代

読書、映画、音楽、YouTubeを見ること、切手集
め、カラオケ、昭和もの

文通を通して色々とお話ができるのは、本当に素晴らし
い!と思います。楽しい話、悩んでいる話、なんでもお
話したいです。 ゆっくりのんびりと文通できたらいいな
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

ユリエさん
お江戸通り 291番地 2019年5月31日まで

女性
50代

読書、散歩、手紙

手紙を書くのが大好きです。きれいな切手があればつい買ってしま
い、レターセットもついつい見て歩いて…。友人に季節のお便りを
出すも、返事はメール。ちょっとさみしい気分です。読書は小説が
好きです。愛犬と散歩しながら、いろいろ空想してのんびり暮らし
てます。よろしくお願いします。

ハピネスさん
しゃちほこ通り 124番地 2018年11月15日まで

女性
60代

歴史的武術系ＤＶＤ鑑賞　日々音楽　ベジカフェ
巡り　ドライブ　

時代の変化に　ゆっくり手紙を書いてみたくなりました。
好きな仕事をして　ライフワークにしてます。

京極梨衣辺さん
相模ハマっ子通り 89番地 2019年3月31日まで

女性
10代

想像、イラスト、読書、漫画、Jリーグ、関東サッ
カーリーグ、地名、AKB48G

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！サッカーは柏レイソル、水戸ホー
リーホック、湘南ベルマーレ、栃木ウーヴァFCファンで山村佑樹選
手ラブ！AKB48Gでは白間美瑠、福岡聖菜と卒業した渡辺麻友が
好きです！私は精神疾患持ちですが、根は明るいです(笑)私と仲
良くしてくれる方、ぜひ手紙で文通したいです！

きさらぎさん
六甲通り 118番地 2018年10月15日まで

女性
20代

Dポイント貯めること。

ここだけの話、毎年５月中旬までは暖房しています。私
が冷え性なのかもしれませんが今年は、どうなることや
ら。気になる方は、聞いてくださぃ(・∀・｀*) お返事の際
に答えたいと思います！

ミリィさん
火の国通り 18番地 2018年10月31日まで

女性
50代

読書（推理小説中心）、編み物、音楽鑑賞、ゲーム
（DQ11）、文房具ブタグッズ集め、ハーブ

はじめまして。最近、妹や実家の両親に手紙を書くようになり、文
通の楽しさを改めて実感しています。身内で盛り上がるのもいい
のですが、お会いしたことのない方ともいろいろな話題でお手紙
のやりとりができたらいいなあと思い入会しました。よろしくお願
いします。

かずいさん
越中通り 16番地 2019年4月30日まで

女性
40代

写真撮影、植物の栽培、ドライブ(MT車に乗っていま
す)、1980年代の洋楽、切手収集

SNSなどではなく、のんびりとゆっくりとお手紙で交流をしたいと
思って登録しました。風景や植物など写真撮るのが好きです。一
筆箋、お葉書、短文のお手紙でも大丈夫です。よろしくお願いし
ます。 追記:最近風景印・小型印集めを始めました。

ジジさん
なにわ通り 174番地 2019年4月30日まで

女性
30代

映画鑑賞／ライブ(浜崎あゆみ，RAD，米津玄
師，Perfume)／フェス／旅行／文通

初めまして！お試し期間が終わったので更新しました。私と文友さ
んになって頂いた方，ありがとうございます。猫が大好きで2匹飼っ
てます。趣味が合わなくても日々のいろんなお話が気軽に出来た
らな〜と思ってます。もちろん，趣味が合う方も大歓迎です。あな
たからのお手紙，キリン以上に首を長くして勝手に待ってま
す！(*⁰▿⁰*)(笑)素敵なご縁がありますように…(*^^*)

プシュケさん
お江戸通り 334番地 2018年10月31日まで

女性
30代

刺繍、西洋絵画鑑賞

はじめまして、東京都在住のプシュケと申します。珈琲を飲みなが
らクロスステッチという刺繍をするのが至福のひとときです。また
展覧会や読書で少しずつ好きなルネサンスの絵について学んでお
ります。たわいないことから少し深いことまで、お手紙で心を暖め
合えたら素敵だなと。老若男女問いませんので、ご興味下されば
幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

つくしさん
越後通り 37番地 2018年11月15日まで

女性
30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。
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あおいさん
常陸の国通り 54番地 2018年11月15日まで

女性
30代

DVD鑑賞,読書(漫画ラノベも大好き),アニメ,歌う,散歩,音楽を
聴く,草花を愛でる,嵐

死ぬ気になればなんでも…はできなくても、なにかはできる！を
モットーに日々奮闘しております。毎日色んなことがあって、楽し
いことばかり！とはいきませんが、文通村に入り村民の方々から楽
しみや癒しをもらっています。笑ったことや凹んだこと、なんでも
気軽にお話できたら嬉しいです！どうぞよろしくお願い致します。

笹ちまきさん
なにわ通り 177番地 2019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。

ふみふみさん
ちょるる通り 27番地 2019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11月15日まで

女性
50代

紙物・切手収集、文房具、京都、御朱印、塗り絵、日記、
基礎英語、ジム、金爆、断捨離、無印良品

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
ライブに行く事もあれば、家でまったりするのも好きです。 最近
は持ち物を少なくしていこうと断捨離に興味があります。 年齢性別
問わず色々な方からのお手紙お待ちしています。返事は必ず書き
ます。

紫音さん
お江戸通り 342番地 2018年11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）

はじめての更新をしました。いつもお手紙をくださる皆様、ありが
とうございます。気ままな1人暮らしを楽しんでいます。旅行が好
きで、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、辻村深月さんをよく読みま
す。文友の皆様、これから出会うはずの皆様、よろしくお願いしま
す。

水芦ちひろさん
日向の国通り 14番地 2018年11月30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。

もみさん
常陸の国通り 58番地 2019年5月31日まで

女性
40代

ガーデニング、写真(初心者)、ハンドメイド、サッカー観戦、
クラシック洋画、J-POP

初めての更新手続きを済ませました。ふみ友の皆様、楽しい文通
村生活を送らせていただき、ありがとうございます。今後ともよろ
しくお願いします。また、ふみ友になってあげてもいいよ～！とい
う方お便りお待ちしています。

RENさん
かすていら通り 22番地 2018年7月15日まで

女性
30代

手芸、外国語の勉強、読書、カフェ巡り、おいし
いパン屋さん探し、お菓子屋さん探し

文通村初心者で、わからないことがたくさんありますが、素敵な
方々との出会いがあればなぁと思っています✨趣味が合う方、合わ
ない方も、たくさんのお話をして自分の世界を広げていけたらと思っ
ていますので、どうぞ、よろしくお願いします(^^)

アオイさん
茶畑通り 80番地 2018年7月15日まで

女性
30代

カフェめぐり、パン屋さんめぐり、チョコパイを食
べる、読書、旅行

文通村へ〝入村〟して早4ヶ月がたちました。文通がこんなにも楽
しくワクワクするものだということを教えてくださった文友の皆さま、
そして文通村のスタッフの皆さま、本当にありがとうございます!!
これからも「のんびり、力まず」どうぞよろしくお願いいたします。

ぽてとさん
なにわ通り 190番地 2018年7月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、旅行、神社、占い、文章を書くこと、音楽、
カフェめぐり、高校野球観戦

はじめまして｡昔から文字を書くのが大好きで､文通や､小説を書く
のが趣味でした｡最近はずっとSNSにこもりがちでしたが､久しぶり
に手書きの温かさが恋しくなり参加させていただきました｡海外が
大好きで､特にﾖｰﾛｯﾊﾟが好きです｡少し滞在していたこともあります｡
最近は御朱印帳を片手に神社めぐりをよくしています｡のんびりと
お話できればな､と思います｡よろしくお願いします!
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フミタンさん
越中通り 18番地 2019年4月30日まで

女性
20代

旅行、漫画、ゲーム、やる夫スレ、ノート集め

あっという間に3ヶ月が経ち、この度正式に入村いたしました。4月
に仕事が異動となりバタバタした年度初めになりましたが、漸く落
ち着きそうです。自分の知らない話を聞くのがとても楽しいので、
皆さんの趣味や持論、時事問題や政治経済についての考察など、
たくさん聞かせてください。よろしくお願いいたします。

ゆうりさん
かぼす通り 19番地 2018年10月31日まで

女性
30代

御朱印／歴史／海外・国内旅行／ゲーム／アニメ／声優／
戦国武将／バスケ観戦／マンガ／映画‥

多趣味で色んな事に興味がある30代です！手紙を書く事が好きな
ので、色んな会話を文字に出来たらと思います。年齢、性別は特
に気にしません！どんな会話でも、楽しい手紙のやり取りしたいと
思っています☆宜しくお願いします☆

もずさん
ピーナッツ通り 174番地 2018年7月30日まで

女性
30代

愛犬と遊ぶ、ハンドメイド、読書、買い物、ディズ
ニー、スイーツ

可愛いものや楽しいこと、美味しいものが大好きです！特に愛犬と
過ごす時間が幸せ♪ゆるっとのんびり文通出来たらうれしいな。 最
近はコーヒーやアロマにもハマり始めていて、勉強しようか考え中
です。 何かを集めることが好きで、マステなどを集めていたりし
ます。 美味しいもの大好きですが、今年はダイエットを頑張らな
いと！

高沢さん
加賀の国通り 26番地 2018年10月31日まで

女性
30代

自然食品の店でお買物、古い建物を見る、一人旅

こんにちは。高沢（たかさわ）と申します。現在両親＆弟と同居
しています。美大を卒業後色々な職を経て、今のところオフィスワー
クに落ち着いています。日々思ったこと、考えたことなど何気ない
日常をお話できたら…と思います。よろしくお願いします。

つむらさん
相模ハマっ子通り 130番地 2018年11月15日まで

女性
60代

読書、朗読、手仕事など

温かい野菜スープでおもてなししたい…そんな気持ちでこの村に
小さな家を建てました。文通村での暮らしが心豊かなセカンドライ
フになるよう願いつつ、言の葉を紡いでいきたいと思っています。
どうぞ、よろしくお願いします。

はくもくれんさん
ピーナッツ通り 19番地 2018年8月15日まで

女性
50代

編み物、読書、音楽鑑賞、ときどきパソコンでイ
ラスト、マスキングテープ

コーヒー大好き。音楽を聞くのも好きです。主人と二人
暮らしです。一人の時間が好きなインドア派です。お手
紙を通していろいろな方とお話しできたらうれしいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

和三盆さん
杜の都通り 63番地 2019年5月15日まで

女性
50代

花、温泉、野球観戦、ラジオ

生き物や植物が好きです。趣味や日々のこと、ご当地
話など遣り取り出来たら嬉しいです。女性の文友さん希
望。

ゆうかさん
しゃちほこ通り 141番地 2019年5月31日まで

女性
50代

読書、海外ミステリー、2時間ドラマを見ること、
手紙を書くこと、猫が大好きなこと

最近ヒザの調子が悪くなって病院へ行ったらウォーキング（軽い運
動）をすすめられ、週末近くを1時間くらいウォーキングする事をは
じめました。外に出てウォーキングすると季節を感じられます。そ
ういうのを手紙に書けるようにしたいなぁ。

りりいさん
茶畑通り 83番地 2018年8月15日まで

女性
40代

カメの飼育、ゴスペル、音楽鑑賞、散歩

お試し期間が過ぎ、継続してみようと思います。手紙を
書くこと、受け取ること、どちらも素敵なものですね。
最近ゴスペルを習い始めました。よろしくお願いします。

めろんさん
杜の都通り 64番地 2018年11月15日まで

女性
40代

手紙、音楽、カフェ、ディズニー、ときどき手芸

6歳(小1)と0歳の娘がいる、兼業主婦です。手紙を書くことが大好
きで、ポストに手紙が届くのを毎回楽しみにしています♪子育ての
こと、趣味のこと、日々の出来事など、楽しくお話できたら嬉しい
です。できれば、女性の方と文通希望です。よろしくお願いします！
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はるさん
さぬき通り 21番地 2018年11月30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。

しまこさん
どさんこ通り 139番地 2018年11月15日まで

女性
30代

読書、温泉、ひとりでぼーっとすること

若い頃は手紙魔でしたが、最近はそんなやりとりもなくなったなぁ、
と寂しく感じているところでした。 文具を選んだり、季節の話題を
見つけたり、もう一度お手紙ならではの喜びを堪能したいです。
文通村で素敵なお仲間にめぐり会えることを楽しみにしています。

なおたんさん
彩の国通り 180番地 2019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 2019年5月31日まで

女性
30代

ディズニー、サンリオ、文通、レタセ&マステ集め、
字を書くこと、お出掛けすること

初めまして☆ 月に２回お手紙が来る楽しさを覚え、更
新させていただきました。好きなものを楽しく無理なく
話せたらいいなぁと思ってます。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 2019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11月30日まで

女性
40代

本屋、雑貨屋、文房具屋、お菓子、パン(作るのも
食べるのも)、テレビを観ること

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。コーヒー、紅茶
も大好きです。よろしくお願いいたします。

はちさん
茶畑通り 85番地 2019年5月31日まで

女性
20代

イラスト・油絵を描くこと ものづくり 美術館巡り 漫画 アニメ
映画鑑賞（Netflix） 文通 観葉植物 昭和歌謡

文通村を永く続けたいと思い､迷わず更新しました｡これからもよろ
しくお願いいたします｡絵画教育の仕事に就いています｡最近
はNetflixで映画を観ることが日課になっています｡お手紙を綴る､読
む､お返事を指折り数えて待つ時間､これら総てがかけがえのない
ひとときです｡ﾛﾝｸﾞﾚﾀｰはもちろん歓迎､ﾊｶﾞｷなどやりとりはどのよ
うな形でも構いません､年齢性別不問です｡肩の力を抜いて｢ほっ｣
とできる時間を作りませんか?共通趣味でない方からもお気軽にお
手紙いただければ幸いです｡


