
第205号 2018年5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。
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ねこの小骨さん
どんたく通り 69番地 2018年11月15日まで

女性
40代

読書、文具店巡り、ソフトバンクホークスの応援

手紙を通じて女性同士で他愛のない話がしたいです。じっくり丁寧
に書くことを心がけています。夫と息子と私の３人暮らし。平凡な
生活ですが、なんとか話題を見つけますね。世代や環境が違う方
も、是非よろしくお願いします。

Kokoroさん
ピーナッツ通り 109番地 2019年5月15日まで

女性
40代

読書、音楽鑑賞、万年筆、ほぼ日手帳、ウォーキ
ング、文房具、マスキングテープ、同人

音楽鑑賞や読書が好きです。 趣味は読書、音楽鑑賞
（英国ロック中心）漫画、文房具。万年筆を練習中。
のんびりペースでよろしくお願いいたします。

すちゅわぁと★さん
さぬき通り 22番地 2018年11月15日まで

女性
60代

ガーデニング、パズル、家庭菜園、ミニオングッ
ズ集め

自営業で漁業をしています(^^)冬は牡蠣の養殖、夏は定置網で魚
を獲っています。同じ趣味をお持ちの方、違う趣味をお持ちの方、
年代地域問わず色々な方とやり取り、繋がりが出来たらと思ってお
ります。よろしくお願いしますm(_ _)m

きじとらんさん
お江戸通り 410番地 2018年11月15日まで

女性
30代

声優、アニメ、観劇、プロ野球、手芸、ハンドメイド、セク
マイ、LGBT、紅茶、マーケティング

声優さんは宮野真守さん中心に男性の方を応援していま
す。野球はベイスターズ。ハンドメイドは、タティング
レースや編み物に刺繍やビーズを少々。よろしくお願い
します！

ねこやなぎさん
さくらんぼ通り 21番地 2018年8月15日まで

女性
30代

読書　書店巡り　手芸　ほぼ日手帳　おひとり
様(カフェ　カラオケ　旅行)

はじめまして、”仕事ばかりの生活に潤いを”と思い入会しました。
趣味の話や好きなこと、日常のちょっとしたことなど、お手紙での
やり取りを通して様々な方と交流できたらうれしく思います。 どう
ぞよろしくお願いします。

わたちゃんさん
上州三山通り 50番地 2018年8月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、ファッション、イラスト、写真、美容、
料理

はじめまして。レターセットなど こだわりありません！
男女、年齢問いません！よろしくお願いします

こまちさん
お江戸通り 411番地 2018年8月15日まで

女性
40代

音楽、読書、映画鑑賞

初めまして。こまちと申します。 中学～高校時代に文通をしていま
した。 手紙を書くのも読むのも大好きです。 さまざまな年代の方
と手紙を通してお話できたらいいなと思っています。 よろしくお願
いします。

まなみさん
阿波の国通り 16番地 2018年11月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、観劇、ドライブ、カフェ巡り

はじめまして。何か新しい事を始めたいと思い、以前から興味があっ
たこちらに登録させていただきました。 読書はミステリーを読むこ
とが多いので、違うジャンルに挑戦してみたいです。おすすめの
本などあれば教えていただけると嬉しいです。 文通は初めてです
が、色んな世代の方とお話しできたらと思います。よろしくお願い
します。



第205号 2018年5月15日
3　　

オレンジケーキさん
お江戸通り 412番地 2018年11月15日まで

女性
40代

散歩、登山、温泉、日帰り旅行、神社めぐり、ス
イーツ、俳句、手話、季節を感じること

本屋さんで素敵な便箋をみつけて、昔、文通をしていたことを思
い出しました。 ポストを開ける時のワクワクした感情も一緒に湧き
出てきて、また文通したい！と思い立ち、こちらに辿り着きました。
日頃感じたことを、交換しませんか？ お手紙お待ちしております。

風オムレツさん
お江戸通り 413番地 2018年11月15日まで

男性
30代

読書（村上春樹さん、サリンジャーさん）映画鑑賞
（最近みてないけど）

こんにちは。手紙に興味があって登録しました。日々、素敵なこと
を探して目をこらしています。もしよければあなたの周りの素敵な
事を教えてもらえませんか？　僕も面白い事や心温まるできごとを
まだ見ぬ誰かに伝えられたらと思っています。

まねき猫さん
出雲通り 12番地 2018年8月15日まで

女性
20代

読書、映画、音楽鑑賞、カメラ、旅行、美術館巡り、シー
ル集め、キャラクター、YUKIファン

まねき猫といいます(=^ェ^=)ハンドメイドやシール集めが好きなの
で同じ趣味の方と文通しながらお裾分けし合えたらうれしいです★
それ以外でも合いそうだなぁと思った方と楽しく文通をしたいで
す(^^)キャラクターが好きなので便箋はキャラ物が多いです(*^^*)
よろしくお願いいたしますm(__)m

さおりさん
越中通り 22番地 2018年8月15日まで

女性
30代

手紙書くこと。封筒作り。音楽鑑賞。マスキングテー
プ集め。

はじめまして☆ 中学時代文通に、はまっていました。 しばらく文通
していなかったのですが、また、文通したいと思い、参加しました。
たくさんの方と楽しく文通したいと思っています。よろしくお願いし
ます。 またなんでもいい合える文通したいなぁと思って います。
介護の仕事している人も大歓迎です

あいのさん
お江戸通り 414番地 2018年11月15日まで

女性
40代

映画鑑賞、散歩、博物館めぐり、読書

今年の誕生日で40代突入を記念に、学生の頃していた文通を再開
しようと、この会に入会しました。 あの頃のような初心をを思い出
しながら、仕事と子育ての合間に、ゆるゆるとお手紙の交換が出
来ればいいな、と思っております。どうぞよろしくお願いします。

由良利さん
ピーナッツ通り 196番地 2018年11月15日まで

女性
50代

寺社詣で。おみくじを引く。散歩。カフェ巡り。本屋や文房
具店のウィンドウショッピング。

お寺さんや神社にお詣りして、おみくじの和歌などでお
言葉を頂くのがいま一番のマイブーム。お手紙は短文派、
お試し会員です。

しぶこさん
相模ハマっ子通り 161番地 2018年11月15日まで

女性
30代

読書、文房具集め(万年筆、マステ、レタセなど)、
ドラマをみること、映画、国内旅行

もうすぐ40代になります。お手紙を書くことが好きなので始めてみ
ました。レターセットも集まっていくばかりでなかなか使うことが
ないので…。できたら女性の方とやり取りしたいなぁって思ってい
ます。年齢は幅広く歓迎です。よろしくお願いします！

琳花さん
彩の国通り 198番地 2018年11月15日まで

女性
20代

ゲーム（刀剣乱舞ほか）、博物館巡り、観光、コーヒー、
紅茶、カフェ巡り、音楽、マンガ等

刀剣乱舞が好きで、全国あちこちの博物館へ刀剣を見に観光して
います！音楽はジャズ、ケルト、エスニック、多重コーラスものな
どが好きです。男女問わず様々な年代の方と交流したいと思って
おりますので、どうぞよろしくお願いいたします！

とっこさん
彩の国通り 199番地 2018年8月15日まで

女性
40代

読書、編み物、料理、文房具収集、海外ドラマ観
賞

スマホ等あまり得意でないアナログ派です。大学生と高
校生の息子がいます。趣味の事や日常の出来事など手
紙で楽しくお話し出来たらいいなと思ってます。よろしく
お願いします。

まみをさん
琵琶湖通り 23番地 2018年11月15日まで

女性
40代

京都散策・本屋、雑貨屋、カフェ巡り・ご朱印あつめ・中国
武術・映画鑑賞・ガーデニング・猫

はじめまして！旦那さん、８歳むすこ、大きなネコとの４人暮らし
です。見た目とかからの先入観などない出逢いを経験してみたくて、
このたび、文通村さんへ入村してきました！お手紙を通して、ど
んな方とどんなお話ができるのか、ワクワクしています♪ご年齢・
性別、ご趣味問いません。日々の徒然、教えてください(^^)まった
りと良い時を共有できたらなぁと思っています。
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ジャスミンさん
常陸の国通り 69番地 2018年8月15日まで

女性
30代

文房具集め テレビ 食べること 買い物 マステ インスタ 美容
静かな空間 自然

3歳と2歳の子育て中のワーキングママです！バタバタな日々の中
でゆっくりした時間が欲しくて入村しました。結婚し、地元を離れ
たので友達も少ないです。子育て話、趣味の話、愚痴、悩み、世
間話など、色々お話できる方との出会いを楽しみにしていま
す！(o^-')b

一丁目の夕日さん
とちおとめ通り 54番地 2018年8月15日まで

男性
30代

バイクツーリング、カフェ探し、昭和レトロ集め、
猫

はじめまして。こんなハイテクな時代だからこそ 文通っ
て素敵だなと思います。普段あまり文字を書くことがな
いので少し不安ですが よろしくお願いします。

ゆかりさん
しゃちほこ通り 149番地 2018年8月15日まで

女性
20代

文房具、万年筆、手紙

文房具やレターセットが好きで、お店に行くたびに買っ
てしまいますが、お手紙を書くお相手がおらず眠ってし
まっています。いろいろな方といろいろなお話ができれ
ばと思っています！よろしくおねがいします！

絹さやさん
とちおとめ通り 55番地 2018年8月15日まで

女性
30代

読書、ドラマ大好き！、電車、旅行、Eテレ、スケッチ、マ
ンガ、夏目友人帳、図書館、美術館

3歳の男の子がいます。楽しく子育てしておりますが、妊活中でな
かなか次の子が授かりません。不妊治療を始めたいのに決心もつ
かずもやもやしています。 同じ悩みを持つ方、治療中の方、経験
者の方など色々お話できたらなぁと思い入会しました。 趣味は読
書、ドラマ鑑賞、スケッチなど最近は子どもの影響で電車好き。
他にも趣味のお話ができるふみ友さんにも出会えたらと思います。

青い鳥さん
めんこい通り 30番地 2018年8月15日まで

女性
20代

読書、散歩、カフェ、音楽、お酒、パン

ゆっくりと暮らすことを大切にしています。コーヒーと本を愛してい
ます。最近は休日の朝に散歩することが楽しみです。 文章を書く
のは下手ですが、丁寧な気持ちで書きたいと思います。 どうぞ宜
しくお願い致します。

みとこんさん
もみじ饅頭通り 61番地 2018年8月15日まで

女性
10代

写真、読書、お笑い、生き物

初めまして。みとこんと申します。小さいころから郵便で手紙を送
るのが好きで、いつか文通をしたいと思っていたので、はじめてみ
ました。 レターセットを見るのも好きなので、様々なレターセット
が届くのもとても楽しみです。 宜しくお願いします。

アクアマリンさん
さくらんぼ通り 22番地 2018年8月15日まで

女性
40代

懸賞応募、DIYに興味あり、ホームセンターや100
均のお店を見てまわることが好き

先日、読売新聞で文通村の事を知りました。小、中学生の時に転
校していった友達と文通をしていた事や交換日記をしていた事を思
い出しました。 知らない方とも、文通をしてみたいと思い、先ずは
お試しコースから始めてみようかなぁと思っています。年齢、性別
は特に問いません…。宜しくお願い致します。

ぽんぽんさん
お江戸通り 415番地 2018年8月15日まで

女性
30代

食べる事、カフェ巡り、１人カラオケ、映画鑑賞

はじめまして！日常に楽しみと刺激を増やしたいと思い入会しまし
た!私は長野県が大好きなので（以前、安曇野市に３年弱住んで
いた事がきっかけです。）、長野県にお住いの方や、長野がお好
きな方、お詳しい方、興味がある方がいらっしゃいましたら是非是
非やり取りしたいです。性別は問いません。出来れば同世代の方
を希望します。どうぞ宜しくお願いします!

らいとさん
きりたんぽ通り 23番地 2018年8月15日まで

女性
20代

アニメ、ゲーム、カラオケ、小物作り、御朱印、
お茶、和小物、美容

SNSが苦手で、手紙のやり取りをしたくて登録しました。 可愛い封
筒や便箋を使うのが楽しみです。 趣味の合いそうな方とお友達に
なれたら嬉しいです。 女性の方のみ募集しています。 よろしくお
願いします。

すじさん
六甲通り 145番地 2018年8月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞(80's洋楽)　神社仏閣めぐり 花いじり　語学　ウイ
ンドーショッピング　　

こんにちは！いろんなところの方と文字を通して お話できればと思
い申し込みました。 お花を育てたり見に行くのが好きです。音楽
は 80年代の洋楽をこよなく愛してます。韓国にも 興味があり少し
前のk-popもよく聞きます。(最近のkpopアイドルグループはわか
りません...) どうぞ宜しくお願いします^^
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きなこさん
相模ハマっ子通り 162番地 2018年8月15日まで

女性
20代

絵を描くこと、写真を撮ること、ジャズドラム、読
書、料理、自転車、テニス、映画鑑賞

小さい頃から祖母と文通をしておりまして、最近時間に余裕ができ
てきたので、より多くの人と文通がしたいと思い文通村に登録させ
ていただきました。 平日は大学に通い、休日はいろんなところへ
旅行へ行って写真を撮ったりしています。 どんな方とでも文通した
いと思っております。よろしくお願いします。

らんらんさん
伊勢通り 36番地 2018年8月15日まで

女性
40代

ドライブ、お菓子作り、マステ・シール・レタセ・切
手集め、ネットショッピング

3人の子供のお母ちゃんをしています。 40歳の主婦です。 小さい
頃から手紙を書くことが好きです。 手紙を書くことで自分の気持ち
を整理出来たり、癒しになるから…… いろんな方といろんなお話
ができたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

リボンさん
彩の国通り 200番地 2018年8月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞（BUMP が特に好きです）、紙モノ集め（マステ・
包装紙）、お菓子作り、ほぼ日手帳

はじめまして。紙が好きで、紙に文字を書いたり工作したりする
のが昔から好きでした。思い切って誰かと文通してみたいと村に入
る事に決めました！2歳児のママですがフルタイムで働いています。
忙しく過ぎ去っていく日々にほっこりとできる手紙のやり取りが出
来たら良いと思っています。よろしくお願いします。

ゆきはなさん
お江戸通り 416番地 2018年8月15日まで

女性
30代

読書、文房具、紙もの、駅スタンプ、風景印、文具、装丁、
デザイン、美術館めぐり、ものづくり

本は小説、漫画、エッセイ、実用書なんでも好きです。装丁含め
大好きで書店巡りもします。 手紙を書くのが好きなのですが、最
近は機会が減ってしまい寂しく思っていました。お互いの好きなも
のの話や日常の些細なこと、季節のことなど穏やかなやりとりが
でいたらいいなと思います。一筆箋・ポストカード大歓迎です。ど
うぞよろしくお願いします。

ぱとらっしゅさん
上州三山通り 51番地 2018年11月15日まで

女性
20代

邦ロック(ライブ)、星、カメラ、温泉、水族館

はじめまして。楽しい事、美味しいもの、ときめく事が
好きです。好奇心旺盛で割となんでも興味を持つので、
皆さんのオススメぜひ教えて欲しいです！文通初心者で
すが、よろしくお願いします。

月桃さん
しゃちほこ通り 150番地 2018年11月15日まで

女性
30代

沖縄、書くこと、読書、文房具、音楽、海外ドラマ、京
都(宇治茶)、レターセット、シールetc

字も文章も上手ではありませんが、10代の頃から“お手紙を書く”
のが大好きです。 好きな(興味のある)ことから、日常の何気ない
話、どんなペースでのやりとりが良いのか、教えて下さいね。 お
手紙が届くのを、楽しみに待っています。

そらまめさん
もみじ饅頭通り 62番地 2018年11月15日まで

女性
20代

雑貨、文房具、ディズニー、アニメ、シール、マス
キングテープ、100均

学生の頃よく文通をしており、久しぶりに手紙を書きたくなりまし
た。現在1歳の息子の子育て中ではありますが、息抜きにお手紙
でいろんな年代の方とやり取りしたいです。みなさんがハマってい
る趣味を教えてもらったりして、視野を広げたいので、趣味が違っ
てもやり取りしたいです。

ださん
古都みやび通り 81番地 2018年8月15日まで

女性
30代

お寺巡り、神社巡り、美術館巡り、映画、読書、
絵を描く、料理、一人旅

初めまして！伝統工芸に関わる仕事をしています。友人
とのやり取りもSNSになってしまい、普段誰かにゆっくり
手紙を書くという事が無いのでとても楽しみです。 よろ
しくお願いします。

あいままさん
常陸の国通り 70番地 2018年8月15日まで

女性
30代

ウィンドーショッピング

あてもなく､ダラダラと100均､しまむら､雑貨屋さん､などなどを見
て回るが好きです あと､3歳(女の子)のお母さんです 育児と慣れな
い家事に毎日奮闘してます 良かったら仲良くしてくださいm(_ _)m
※字は綺麗な方ではありません

いちごさん
平城京通り 40番地 2018年8月15日まで

女性
20代

文通 甘いもの サンリオ ディズニーシー 温泉 可愛い人やアイ
ドル まだまだあります

初めまして！紅茶とケーキが大好きでお茶の時間を何より楽しみ
に日々を過ごしています。アニメも観ます。誰もが知っているちび
まる子ちゃんやドラえもんも大好きです。読書、歌うこと、絵を描
くことも好きです。カフェめぐりやおしゃれなども好きなので気軽
にお手紙ください！使い切れないレタセでどんどん書いていきます！
年齢は関係なく皆さまと文通出来ることを楽しみにしています。
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トシさん
さくらんぼ通り 23番地 2018年11月15日まで

男性
30代

読書、ワークショップ、とりあえずやってみること

私が今興味をもっていることは、自分のやりたいことを探すことで
す。今は地域やまちづくりといったテーマのワークショップなどが、
周りにあるのでちょっと参加したりしています。また、自分を変え
たいという想いからノンフィクション系の色々な人がやってきたこと
を書いた本やエニアグラムや心理学のような本などを読んできまし
た。が、広く浅い感じです(笑)

とんすけさん
お江戸通り 417番地 2018年8月15日まで

女性
40代

料理、お菓子作り、音楽鑑賞、ライブ鑑賞、ディ
ズニー、うさぎ

はじめまして。5ヶ月の男の子のママで、専業主婦です。以前、文
通をしていた頃を思い出し、また、文通を始めたくなり入会させて
頂きました。老若男女問わずいろんな方とお話しが出来たらいい
なぁと思っています。よろしくお願いします。

あもさん
ちゅら海通り 26番地 2018年8月15日まで

女性
30代

昭和レトロ タロット 純喫茶巡り 神社お寺巡り 猫 お
絵かき ピアノ レゴ

世代や趣味を超えて色んな世界に触れてみたいです。
様々な人と交流できることを楽しみにしてます。あなた
のことを教えてください。仲良くなれたらいいな。よろし
くお願いします。

ハクナマタタさん
いよかん通り 26番地 2018年11月30日まで

女性
30代

ドライブ、睡眠、ジョギング、読書(ノンフィクショ
ン)、カラオケ、仕事

「手紙を書きたい!!」そんな衝動から入会しました。"ハ
クナマタタ"は大丈夫！なんとなかる！という意味です。
いつどんな時でも"ハクナマタタ"と言えるような器の大
きい人間になりたいです。

なかーどさん
さくらんぼ通り 24番地 2018年8月31日まで

女性
20代

ゲーム実況動画視聴、ハンドメイド(レジン)、読書(新書が
主)、書店巡り(文房具も好き)

学生です。昔から手紙を書くのが好きでした。自分の手で、自分
の思ったことを、自分の好きな筆記具で、相手を思って選んだ便箋
に綴るというのが文通の素晴らしいところだと思っています。感性
は人それぞれだと思うので手紙を通していろいろな趣味のお話を
聞けたらなと思っています。食に関してもお話してみたいです。ち
なみにですが最近のマイブームはクロスワードです(笑)

ぱすてるさん
しゃちほこ通り 135番地 2018年11月15日まで

女性
20代

文通、音楽鑑賞、マステ・レタセ集め、食べる事

はじめまして！昔から文字にした方が話しやすく、たく
さん話題が広がる文通が大好きです。かわいいもの、
おいしいものにも目がないです。たくさんの方とお話が
出来たらな。と思っています。よろしくお願いします。

はなみずきさん
六甲通り 147番地 2018年11月15日まで

女性
60代

音楽鑑賞、刺し子、散歩、映画鑑賞、読書

はじめまして。小学生の頃に文通をしたことがあります。元々手紙
を書くのが大好きで、レターセットや切手の収集も好きです。同世
代の方とシニアライフについて語り合えたら楽しいだろうなと思い
ます。よろしくお願いします。

北条　由成さん
常陸の国通り 71番地 2018年8月15日まで

女性
30代

お裁縫、編み物、アロマテラピー、にゃんこ

はじめまして。文通は学生の頃にしていたのですが、最
近はごぶさたでした。手書きの文字や紙が好きです。
趣味のことや日常のことなど、いろいろやりとりできる
と嬉しいです。よろしくお願い致します。

ハツ次郎さん
火の国通り 2番地 2018年11月30日まで

女性
30代

映画鑑賞、読書、散歩、写真

この更新で6年目に入ります。退会するのは簡単だけど、
ふとあの人どうしてるかなぁと思うと辞められません。こ
れからも皆さんに感謝しつつ続けられるまで村にいたい
と思います。どうぞ宜しくお願いします。

りんさん
お江戸通り 52番地 2019年1月15日まで

女性
40代

神社仏閣巡り、ショッピング、フラワーアレンジメ
ント

夫と猫4匹、そして義母と暮らしている40代の主婦です。
週3で整骨院で受付のバイトをしてます。嫌なことはし
ない、ハードルは低く、をモットーに毎日ゆるく軽く生活
してます。お手紙お待ちしております♪



第205号 2018年5月15日
7　　

べじさん
どさんこ通り 23番地 2018年11月30日まで

女性
40代

海外旅行（エキゾチックな場所）、食べ歩き、柴犬、イギリ
ス英語、スペイン語、レゲトン

温かみのある手書きの文字が大好きです。海外や食べ
る事に興味のある方、犬好きの方、もちろんそれ以外の
方も大歓迎ですので、宜しくお願い致します。

ななさん
ちょるる通り 7番地 2018年10月31日まで

女性
20代

身体を動かす事…かなぁ（苦笑）、料理（勉強中）

初めまして、｢なな｣と申します。文通をやってみたい気持ちはあっ
たのですが、今日迄踏ん切りがつかなくて…。小学生･中学生時
代に"交換日記"をやっていましたが、自分から止めてしまう事が多
くて、この｢文通村｣をキッカケにリベンジしたいと強く思っています！
相手方にとって誠実に思いやりのあるモノを心掛けていきたいです。
文章は拙いと思いますが、丁寧に綴っていきますね。

ピンクの子猫さん
杜の都通り 14番地 2019年5月15日まで

女性
30代

文通、映画、観劇（宝塚歌劇団）、旅行、パワー
スポット巡り

顔を合わせない関わりだからこそ、出来る話。お互いになんでも
話し合い、理解してもらえる。村人の方々との交流は今後も大事
にしていきたいと考えています。今年の春より、グループホームの
ケアマネジャー兼介護職員として働いています。忙しいながらも、
趣味を楽しんでいます。返事が遅れることがあるかと思いますが、
皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

てるさん
土佐の国通り 3番地 2019年5月15日まで

女性
40代

文通、読書、TVドラマ、ソフトバレー

趣味の話、家族や恋人のお話など。日常の色々をお互いのペース
でやりとりできればいいなぁと思っています。これまでおつき合い
のある文友さん。これから出会える文友さん、モルモットとネコ2
匹でお手紙が届くのを待ってます。

桜さん
杜の都通り 16番地 2018年8月15日まで

女性
40代

文通、レタセ集め、手芸、旅行

こんにちは。手紙は書くのも読むのも大好きです。家事
を終えまったりしながら手紙を書く時間が大好きです。
色々な年代の方とお話できるのを楽しみにしています。
よろしくお願いします。

さゆみさん
しゃちほこ通り 39番地 2018年10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11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。

あやめさん
相模通り 26番地 2019年5月15日まで

女性
30代

ドライブ、国内旅行、ゲーム

3回目の更新を迎え、ついに30代になりました。文友さんのお蔭で
楽しく過ごしております。新しく来られた方も、年齢性別問わずお
気軽にお手紙をいただけましたら嬉しいです。新しい技術も好きな
のですが、田舎でのんびり暮らすのを密かに夢見ている30歳のIT
エンジニアです。車を運転するのが好きなので、走っていて楽し
い林道とか教えてください。

風貴蘭さん
さるぼぼ通り 9番地 2018年11月15日まで

女性
40代

園芸、編み物（主にレース編み）、切り絵、紙も
の、御朱印

文通して下さっている皆様、いつもホットなお手紙をありがとうご
ざいます★会った事がなくても手紙を通じて力をもらったり、笑っ
たり、相談できたりと不思議だなぁと思う今日この頃です(^_^)「近
くの旦那より文友さん」です（笑）これからも色んな方と色んな話
をしてみたいで～す♡

葉月さん
お江戸通り 106番地 2018年8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。



第205号 2018年5月15日
　　8

マイさん
彩の国通り 66番地 2018年11月30日まで

女性
30代

雑貨屋・本屋巡り、体を動かす、映画、読書、絵
を描く、ものづくり

33歳主婦です。昔から手紙を書くのが好きで、レターセットも好き
で、自分で制作販売したりしています。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。

にゃおんさん
どさんこ通り 43番地 2018年8月15日まで

女性
50代

風景や草花の写真を撮ること、食べ歩き、ドライブ

50代になって丸一年経とうとしています。 年齢の50というところに
丸をつけるのが少し慣れて来たように感じます。 相変わらず美味
しいもの、綺麗な景色が大好きで、お休みがとれれば食べ歩きや
デジカメ持って写真撮りに行ってます。

ことのはひらりさん
なにわ通り 84番地 2018年11月15日まで

男性
50代

鉄道・バス旅行（地名マニア？）、野球観戦（特にパ・リー
グ、オリックスのファン）、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。日本全
市区町村踏破を目指しており、これまでに700あまりの市区町村に
足を踏み入れました。野球観戦がとっても大好きです。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。いつも素敵なお
手紙、ありがとうございます。

はるさん
ピーナッツ通り 84番地 2018年11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。嫌いを見つけるより、好き
を数えた方が幸せ、をモットーに、楽しく朗らかに日常を送りたい
と思っています。それぞれのペースで、お手紙でおしゃべりするの
が大好きです。よろしくお願いします。

みずきさん
お江戸通り 158番地 2018年11月15日まで

女性
40代

散歩､読書､一人旅､映画鑑賞､庭園･美術館･水族館巡り､珈
琲､パンなど美味しい物を食べる事

ひとりでのんびりお散歩したりパンやスイーツ珈琲お供に本を読む
のが至福の時間。疲れた時は大好きな京都やペンギンに癒されて
ます。趣味の話はもちろんですが趣味以外の話や日々の何気ない
出来事、おすすめなど教えてもらえたらうれしいです。よろしくお
願いします。

りこさん
六甲通り 62番地 2019年5月31日まで

女性
30代

散歩、おしゃべり、絵を見ること描くこと、千代紙、
Ｓ字フック、写真、読書etc

文友の皆様、いつもお手紙ありがとうございます。健康の為、気
分転換の為、朝夕海辺を歩きまわっています。もっともっと様々な
方々と色々なお話をしたいです。年齢性別問わず募集しておりま
す。よろしくお願いします。

もなかさん
六甲通り 69番地 2018年8月31日まで

女性
40代

可愛い雑貨探し、クロスステッチ、スマホゲーム

中学生の娘二人のお母さんです。夫を躁鬱で亡くしましたが、今
は子どもたちとの生活を楽しんでます。すみっコぐらし好きです。
可愛い雑貨やアクセサリーをお店やネットショップなどで探すも好
きです。最近クロスステッチを始めたら思いがけず楽しく、ハマっ
てます。字は綺麗ではないですが、文章を書くのは好きなので、
年齢性別問わず、ゆったり話せたらと思います。

ぺんみさん
ハマっ子通り 79番地 2018年11月30日まで

女性
40代

雑貨・文具・本屋巡り、読書、お散歩、ダンス

かみもの雑貨が好きで、たまにDIYもします。文通って
本当に心のオアシスで、文友のみなさまに癒されてます。
これからも、色々とお話ししながらほっこり、したいと思
いますのでよろしくお願いします。

イチゴさん
ハマっ子通り 80番地 2018年11月30日まで

女性
30代

音楽鑑賞、ペットと遊ぶ、ウォーキング

今、お手紙くださっている方、ありがとうございます。
これからも宜しくお願いします。文通の人数が、増えす
ぎてしまったので、現在募集はお休みしています。ご了
承ください。

芽衣さん
彩の国通り 96番地 2018年12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。これからもよろしく
お願いします。
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京さん
桜島通り 20番地 2018年10月31日まで

女性
40代

読書、音楽鑑賞

文章を書く事が好きです。どうぞ宜しくお願い致します。

ぽてちさん
しゃちほこ通り 92番地 2019年5月31日まで

女性
30代

旅行、ドライブ、カラオケ、食べ歩き、マンガ、
映画鑑賞、献血、ウォーキング(？)

すっかり生活の一部になった文通村。相変わらず漢字を調べながら
手紙を書いていますが、少しずつ上達していけたらと思います。ま
た先日、東海道53次踏破に挑戦しましたが、時間も体力も足りず
地元の愛知で中断してしまいました。残りもまた歩きたいと思いま
すが、東海道やその他の旧街道などを徒歩や自転車で旅された方、
色々御指南いただけたら幸いです！！よろしくお願いします！！！

オコさん
ピーナッツ通り 107番地 2018年11月30日まで

女性
30代

ドライブ、ショッピング、インターネット、音楽鑑
賞、読書、スポーツ観戦

こんにちは。色々な地域、年齢の方とさまざまなやり取りが出来
ればとても嬉しいと思います。子育て中のため早いペースでのや
り取りが難しい時もありますがどうぞよろしくお願い致します。ス
ポーツ観戦は特にお相撲が大好きです！

めめさん
砂丘通り 7番地 2018年5月31日まで

女性
30代

読書、小説を書く、お菓子作り、ピアノ、書道

予想以上にお手紙のやりとりが楽しかったので更新いた
します。これまでと同様に、幅広い年代、性別、趣味の
方と文通していきたいと思っています。どうぞよろしくお
願いします。

ミモザさん
茶畑通り 55番地 2018年11月15日まで

女性
30代

読書（マンガも）、ゲーム、美術館・博物館巡り、
神社仏閣、日帰り旅行、散歩

会社と家を往復する毎日です。ネコとうさぎと暮らしています。
月1で美術館・博物館にいくことが楽しみです。日帰り旅行がすき
です。東京・鎌倉や京都によくいきます。ポストカード、短文、長
文なんでもOKです。みなさんのオススメの旅先や作家さん、美術
館などお話できたらいいなと思ってます。

ゆかりごはんさん
なにわ通り 128番地 2018年11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3度目の更
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。

みーさん
相模ハマっ子通り 43番地 2018年11月30日まで

女性
40代

切手、風景印、ミニチュア、ポストカード収集、旅
行、ポストクロッシング、キャンプ

夫、娘（3歳）、猫２匹と暮らしています。台湾が好き
で結婚前に４回行きました。今度は家族で行くことが夢
です。。いろいろなお話ができたらいいなと思います。
よろしくお願いいたします。

時子さん
六甲通り 84番地 2018年11月30日まで

女性
20代

読書、カメラ、和菓子

一人でのんびり暮らしています。なんでもないやりとり
ができたらな、と思います。長文やポストカード何でも
大丈夫です。宜しくお願いします。

さくらさん
なにわ通り 130番地 2018年11月30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。

瑛舞さん
お江戸通り 248番地 2019年4月30日まで

女性
20代

ハンドメイド、華道、ゴスペル、音楽を聴くこと

初めまして。字を書くことが大好きで、お手紙も大好きです！幅広
い年代の方とやりとりできたらいいなと思っております。ハンドメ
イドでピアスを作ったり、歌を歌うことが好きです。レターセット
やマスキングテープ収集がやめられません…。笑共通点のある方
はもちろん、たくさんの方といろいろなお話がしたいです！よろし
くお願い致します。



第205号 2018年5月15日
　　10

ひかりこさん
もみじ饅頭通り 38番地 2018年8月15日まで

女性
30代

ぱんだ 音楽 zumba 小物作り 香水 美容 教育(福祉) 気楽に
自己啓発 深層心理

皆様こんにちは。小学生の子供と夫がいる「ひかりこ」です。お買
物パンダにハマる30代♪ k-popを踊るのが好きです。 「気楽に」毎
日過ごしています。ユーロビートやディスコ系～ヒーリングミュー
ジック等も‥ラジオも好きです。 占いや哲学的な本に興味ありま
す。 紙モノ好きで、手作りのものもありますので抵抗のない方、
ロングレター派の方ぜひお願いします。

ふゆさん
相模ハマっ子通り 51番地 2018年10月31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。

U子さん
六甲通り 99番地 2019年5月15日まで

女性
30代

旅行、宝塚観劇、ディズニーツムツム

可愛いレターセットと切手が大好きです。趣味のこと、
日常のことお話ししませんか。

マカロニもなかさん
加賀の国通り 21番地 2018年8月15日まで

女性
30代

映画、舞台鑑賞、美術館巡り、麺類、甘いもを食
べること、語学を勉強すること。

マカロニもなかです。楽しく文通をしていましたが、忙しくなり御
返事できずにいました。申し訳なく思います。少し落ち着いたため
文通を再開します。自分の周りに文通が好きな方がいないため文
通村に入村しました。女性との文通を希望します。御返事がとても
とてもとてもゆっくりになります。こんな私ですがよろしかったらお
便りをお待ちしています。よろしくお願いします。

あいこさん
かぼす通り 17番地 2018年8月15日まで

女性
30代

国内旅行、音楽鑑賞（洋邦ロック）、読書、陶芸

文章を書くことは苦手ですが、それ以上に今は色々な方
と交流できることへの興味が勝ってワクワクしています！
ささいなことでも気軽にやりとりできたらいいなと思って
います！

ひよっこさん
お江戸通り 287番地 2018年11月15日まで

男性
50代

乱読、犬話、落語、自然観察、昼寝

手紙を書くことは、想像力をふくらませ、相手のことを想い、自分
のことばで、心地よい関係を築くこと。そして、その努力をマイペー
スで続けることだと改めて実感しています。 なお、自己都合によ
り、現在限られた方とのみ文通を継続させていただいています。

りりぃさん
砂丘通り 8番地 2018年11月30日まで

女性
20代

ライブ(邦ロック)、旅行、書道、読書、文房具収集

文字を書くことが好きです。 相手を思って、お手紙を読み書きする
時間は、とても幸せだなぁと思います★ いつもお話して下さる方
に感謝。『好き』をのんびり続けていきたいです♫ 年齢、性別等
にかかわらず、皆さまと好きな事や日常の事など気軽にお話がで
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。

のりっぴぃさん
越後通り 34番地 2018年11月30日まで

女性
30代

お笑い、100均、TV・音楽鑑賞、風景印・記念スタ
ンプ集め

2回目の更新になりました。4月から新しい趣味を見つけ
充実した毎日を過ごしています。沢山の方とまだまだ文
通したいので皆様からのお手紙お待ちしています。

雪星さん
どんたく通り 94番地 2018年11月15日まで

女性
20代

カメラ、ひとり行動、音楽、猫カフェ、YouTube

【ToM】から【雪星】に変更予定です。カメラと音楽が好きです。カ
メラ、ギターはまだ勉強中…。ひとりでどこへでも行きます。遠
出する時はカメラを持っていくので同じ趣味の方と写真とか交換出
来たらなと思ってます！他には動物など好きで、特に猫が好きで
す。枚数は2枚程度になりますが長文は大丈夫です！日常はもち
ろん、お仕事や恋愛のお話もしたいです！よろしくお願いします。

スカイブルーさん
上州三山通り 43番地 2019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。
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八重桜さん
お江戸通り 332番地 2019年4月30日まで

女性
50代

園芸 手芸 読書 スキー モータースポーツ観戦 フィギュ
アスケート観戦 弓道

更新しました。 本屋をブラブラするのが大好きですが、最近ゆっく
り本屋にいけなくなってしまいました。平積みの新刊を眺めてお気
に入りを探す時間、そしてお手紙を書く時間を捻り出すのに必死な
今日この頃です。 家庭の事情により、お返事遅くなりがちですが、
どうぞよろしくお願いいたします。

ひろふみさん
どさんこ通り 125番地 2018年11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。

愛鳥さん
越前通り 12番地 2018年8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。

さえみさん
ピーナッツ通り 160番地 2019年5月15日まで

女性
30代

新規受付休止中です。

先日、３年振りに東京駅前のKITTEに行ってきました。ここには東
京中央郵便局があります。ぽすくまの大きな大きなぬいぐるみも
あります。かわいいです。手紙好きには楽しい空間です。皆さん、
機会があれば足を運んでみてください。

なをさん
お江戸通り 343番地 2018年11月15日まで

女性
30代

文通←New! 資料館・博物館・美術館めぐり、文房
具収集、創作活動…

更新しました。素敵なご縁に感謝です♪これからもどうぞよろしく
お願いします！ 3歳(女)と1歳(男)の子どもがいます。皆様とのやり
とりで、人生の経験値を増やしたいと思っています。 年齢、性別、
手紙の種類(一筆せん、ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ等々)長文、短文問いません。何
でもござれ(^^) 文通相手を増やしたい方、ぜひご一報くださいま
すよう…

知乃さん
越後通り 39番地 2018年8月31日まで

女性
30代

手芸、洋裁、写真撮影、料理本を読む(だけ)、

はじめまして。姉妹のママしています。介護職、育休中です。子
供の服や通園グッズを作るのが趣味です。YouTubeで猫ちゃんの
動画を見るのが好きです。年齢性別趣味関係なく色々な話ができ
たらと思います。お返事は少し遅くなるかもしれませんが、よろし
くお願いいたします。

シマネコさん
常陸の国通り 57番地 2018年11月30日まで

女性
40代

猫が大好き！ 文通、野球観戦、ジャニー
ズ、D☆DATE、多肉植物、コーヒー...

こんにちは。夫と子供(２人)と猫たちと暮らす専業主婦です。お手
紙を読むことも書くことも大好きなので、月２回 届くのをとても楽
しみにしています。文友さんとのご縁に感謝しています。飾らずに
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。(女
性の方のみでお願いします)

たかみちさん
お江戸通り 349番地 2018年11月30日まで

女性
20代

読書、音楽、落書き、文通、おしゃべり、まんが、
化粧品、服、FGO、

はじめまして私は、少し絵を描いたり漫画を読んだりしています。
最近はFGOにハマっています。新社会人になり慣れない生活なの
でお返事ゆっくりになるかもしれませんが是非みなさんとやりとり
できたらなと思っています。

ふぇびるさん
信濃通り 54番地 2018年7月31日まで

女性
30代

野球観戦、映画鑑賞、旅行、文房具

はじめての更新を迎えることができました。水曜どうでしょう、タ
モリ倶楽部、中日ドラゴンズ、プロ野球マスコット、万年筆、ノー
ト大好きです。いつか47都道府県を制覇するのが夢です。いろん
なお話できたらうれしいです。気軽にお手紙くださいね、よろしく
お願いします。

ちびざくらさん
相模ハマっ子通り 111番地 2019年6月15日まで

女性
50代

ドライブ 料理

治療という経験も一区切りし、この先の人生をゆっくりと
模索したいと思っています。手紙を待つ楽しみが力になっ
てます！



第205号 2018年5月15日
　　12

マッチールさん
相模ハマっ子通り 116番地 2018年8月15日まで

男性
20代

ドライブ、釣り、読書、散歩、ペットと遊ぶ等

最近休みの日は家でマンガを読んだり、ペットの猫と遊
んだりとのんびりと過ごしております。ただ交遊関係が
薄くなってきたので新たな出会いを求めて参加しました。

おしゃまんべさん
とちおとめ通り 48番地 2018年10月31日まで

女性
40代

ガーデニング、ドライブ、猫

初めまして。私の趣味はガーデニング、猫あそび、ドライブ、クレー
射撃です。季節の花を植えたり、家の中を観葉植物をメインにし
た鉢植えで飾ったりと、緑に触れる時間を大切にしています。川を
流れていたところを保護された、まるで桃太郎のような三毛猫を
飼っています。かわいくて、ついつい構いすぎてしまい、年中ひっ
かかれています。車の運転も車自体も好きで、まめなオイル交換
と洗車をかかさないよう心がけています。最近ハイブリッド車にし
たら、今までの車との燃費の差がありすぎて驚いています。クレー
射撃は、練習不足で良いスコアが出ませんが、集中力アップのた
めに続けています。なかなか出かけることがないので、全国の方
と知り合えたら世界が広がるかなと思い申し込みました。いろんな
年代の方とお手紙を交換できたらと思います。ぜひ、よろしく願い
いたします。

みさこさん
お江戸通り 375番地 2019年4月30日まで

女性
30代

文通、映画鑑賞、マステ・レタセ集め、TEAM
NACS 水曜どうでしょう、大泉洋

初めての更新です！こちらでたくさんのやりとり出来る方、手紙好
きな方と繋がりたいです！私は、東京に住んでる専業主婦です。2
歳半になった男の子を育ててます。毎日大変ですが、その中でも
私には手紙が癒しの時間になってます。手紙を書くのももらうのも
すごく昔から大好きです。こちらで、手紙が好きな方たちとステキ
な出会いがありますように。心を込めてお手紙書きます！

大和撫子さん
平城京通り 37番地 2018年8月15日まで

女性
50代

音楽、読書、コンサート、文具キャラクター、猫好
き、金魚好き、パン屋さん巡り

はじめまして。 以前こちらでお世話になっておりました。 昔から
文通が好きで、始めた頃は中学生 又色んな方と文通したくなり、
入会しました(*^^*) 楽しく文通できたらいいなぁと思っています。
宜しくお願いします(*´-`)

こはるさん
めんこい通り 26番地 2018年11月15日まで

女性
40代

文通、手帳、文房具、書道、コーヒー、カフェ・雑
貨屋巡り

お試し期間を経て、初更新しました。文通村で素敵な出会いがあ
り、月2回届くお手紙を毎回楽しみにしています。高校生と小学生
の子どもがいます。昔から、お手紙や手帳など書くことが大好きで
した。これからも文通村での生活を楽しみたいと思っています。ま
た新しい出会いがあれば嬉しいです♪どうぞよろしくお願いします。

ゆきさん
お江戸通り 377番地 2018年11月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、音楽鑑賞(ジャズ、ゴスペラーズなど)、
ピラティス、編み物、読書

今はお江戸通り在住ですが、元々は東北の出身です。
色んな地域の方と、趣味やその土地のことなど、お話で
きればと思っています＾＾ 文通は初めてですが、皆さま
と交流できることを楽しみにしています！

紗由さん
彩の国通り 176番地 2018年11月15日まで

女性
20代

美術鑑賞、服作り、絵、写真、思索、哲学、読書、
弓道、茶道、社交ダンス

はじめまして。 東京付近で生活している紗由と申します。 自然や
美しいもの、本質的な考え方がすきです。 文通のお相手は、年齢
の近い20代半ば～30代前半の方を希望しております。自然豊かな
地域にお住まいの方、共通の趣味がある方、大歓迎です。 小説は
夏目漱石、絵画はモネなど穏やかなものがすきです。 お手紙お待
ちしております(^^)

ゆいさん
彩の国通り 178番地 2018年8月15日まで

女性
40代

手芸（編み物）読書、カフェ巡り、サッカー観戦、
写真

はじめまして。以前文通をしていたのですがまたやってみたいなと
思っています。 美しい写真、カフェごはんの写真などスマホで写真
を撮って現像して保存するのが好きです。カフェで編み物したり、
カフェで読書したりと、カフェ好きでもあります。 サッカー観戦も
たまにします よろしくお願いします。

とめさん
桜島通り 24番地 2018年8月15日まで

女性
50代

バイク(SR400)、ハンドメイド、庭作り、海外ドラマ、メダ
カ飼育、飼い犬はラブラドール

郵便屋さんのバイクの音が大好きですが、平日仕事でなかなか聞
けません。友人への手紙の返信がLINEが多くて残念に感じてたの
で、手紙のやり取りが出来る事をワクワクしています！郵便ポスト
にDM以外が入っていると何より嬉しい50代です。

さあやさん
ピーナッツ通り 178番地 2018年11月30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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