
第207号 2018年6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。

1　　

きよんさん
古都みやび通り 83番地 2018年12月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、散歩、ゲーム

何となく始めてみました。 幅広く色々な人と交流出来れ
ばいいなあ、と思っています。 よろしくお願いします。

みどりの葉さん
六甲通り 148番地 2018年9月15日まで

女性
50代

自然鑑賞　ドラマ鑑賞　地図検索　散策

若い頃は、友人と交換日記や文通など楽しくしていました。懐かし
いなぁ・・・ あともう少しの間手のかかる子供がいて、そこそこ手
のかかる高齢の親と近居しています。 これといった趣味もなく、刺
激のある毎日ではないですが、たわいない事を手紙でお話できた
らなぁ・・・と思っています。

ぽにょにょさん
とちおとめ通り 56番地 2018年12月15日まで

女性
20代

音楽、ピアノ、ストレッチ、パン屋めぐり、犬猫と
遊ぶ

小さい頃、手紙を書くのがとても好きで、たくさん文通していまし
た。文字を書く機会が減った今、ふと『手紙を書きたい』と思い、
入会いたしました。色んな方とお手紙を通して交流できればと思い
ます。よろしくお願いします。

えびふらいさん
ピーナッツ通り 199番地 2018年9月15日まで

女性
30代

読書（小説、ルポ、ヴォーグ・クウネル等の雑誌、他なんで
も）、海外ドラマ、映画、アニメ鑑賞

仕事や家庭に追われる日々ですが、文通を通して色々な方と交流
したく応募しました。文通で日々が少しでも充実したものになれば
嬉しいです。 好きなもの 海外のファッション、インテリア、文化等。
色々な方の日々の暮らしの様子、考え等を聞くこと。 色々な方と
文通できたら嬉しいので、ご年齢や性別は問いません。どうぞお
気軽にお手紙くださいませ。

ツチコさん
琵琶湖通り 24番地 2018年9月15日まで

女性
30代

サッカー観戦、韓国ドラマを観る、音楽(特にK-
pop)、雑貨屋さん巡りなど

はじめまして！ 小さい頃から手紙を書いたり、文房具を集めたり
するのが好きでした。 文通は、少ししたことがあるくらいです。日
常のことや趣味など、いろいろなことをお話できる方と文通ができ
たら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。

シムさん
どさんこ通り 154番地 2018年12月15日まで

女性
40代

音楽を聴く、映画鑑賞、ドライブ、旅行、グルメ、
ぬりえ

幼い頃から文字を書いたり、絵を描いたりするのが好きで、文通
もやっていました。趣味も多彩で話題は尽きないと思います。最
近は海外ドラマにはまっています。音楽はロックも好きですし、K-
popも好きです。ここには書ききれない事を文通で楽しく会話して
行けたらと思っています。

なす子さん
六甲通り 149番地 2019年6月15日まで

女性
20代

お絵かき、読書、YouTube観賞、手芸

遠くのいろんな地域の人や親世代、祖父母世代の人、紙面でお話
できたら、とっても楽しい日々に変わるんだろうなと思っています。
創作で絵を描くのが好きです。物語の世界に飛び込みたいのでフィ
クションの本が好きです。 地域、性別、年齢にこだわりありませ
んので相手をしていただけたら嬉しいです。

のあさん
うつくしま通り 41番地 2018年9月15日まで

女性
40代

海外ドラマ鑑賞　読書

子供の頃から手紙を書いたりもらったりのやり取りが好きでしたが、
最近は手紙を書く機会も めっきり減ってしまい残念に思っていまし
た。 なので、文通村の存在を知り久しぶりに ワクワクしました(笑）
同じようにお手紙の好きな 方々と色々な話題でやり取りできれば
嬉しいです。宜しくお願いします。
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花咲 花さん
ピーナッツ通り 200番地 2018年12月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞、ドライブ、散歩

はじめまして～文通は初めてです。 ゆっくりおしゃべり
するようなお手紙のやり取りが出来たらうれしいです。

ハナさん
六甲通り 150番地 2018年12月15日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞、ランチ巡り、ドライブ、小旅行

学生の頃から手紙を書くのが大好きでした。最近では日々の忙し
さに文字を書くことから遠ざかってましたが、可愛いレターセットを
見るたびに心が弾んでました。今回、文通村の存在を知ってワクワ
クし、入会しました。色んなお話が出来たらいいなぁと思います！

エライネさん
ちゅら海通り 28番地 2018年12月15日まで

女性
20代

漫画、Youtube、クトゥルフ、ハンドメイド、ドー
ル、プチプラコスメ、チェキ

社会人2年目で仕事にも慣れ余裕ができた為、私生活で新しい楽
しみが増えたらいいなと思い入会しました。趣味は広く浅くで少し
だけ触れて満足することも多々…。唯一、一人で下らない空想を
することが昔から得意です(笑)共通点あるなし問わず、日々の何気
ない話やポジティブな話ができたら嬉しいです。バラセ/100均/ハ
ガキなど拘りありませんので気軽によろしくお願いします。

あいりすさん
古都みやび通り 84番地 2018年12月15日まで

女性
60代

書道　手芸　映画鑑賞　

母、夫、子供三人、孫二人います。 旅行、風景印が好
きです。 おたよりお待ちしています。

あんずさん
とちおとめ通り 57番地 2018年12月15日まで

女性
30代

旅行、読書、動物、自然、本屋文具屋さんでブラ
ブラ、ゲーム、買い物

はじめまして。 ずっと文通に興味があり、登録してみました。文通
は小学生以来です。 小さい頃から自然や動物が大好きで、屋久島
旅行が最近の一番の思い出です。 最近はあまり行けていないです
が、海外旅行や美術館、博物館へ行くのも好きです。 様々な方と
お話できたらなと思っています。 よろしくお願いします。

ソライロさん
ピーナッツ通り 201番地 2018年12月15日まで

女性
30代

刺し子、刺繍、ビーズ、文房具、ジブン手帳、イ
ンコと遊ぶ、読書、インターネット

初めまして。旦那、8歳の息子、セキセイインコ♂と楽しく暮らし
てます。家事、育児、パートの毎日…。新しいことを始めたく入村
しました。お手紙を書くのは、高校生以来！の初心者です。飼って
いるセキセイインコの可愛い声を聞きながら、ゆったり、まったり、
日常や趣味のお話が出来たら嬉しいです。よろしくお願いしま
す。(申し訳ございませんが、女性限定でお願いします。)

カフェタイムさん
相模ハマっ子通り 165番地 2018年9月15日まで

女性
40代

旅行、映画、読書、鉄道、紅茶、中国茶、ソロ活、
カフェ巡り

40代後半の主婦兼会社員です。子供も大きくなり、最近は、日帰
りバス旅行に参加したり、カフェでのんびり読書したり、一人の時
間を楽しんでいます。乱筆ですが、文字を書くのが好きなので、
さまざまな年代の方と楽しくやりとりできたら、と思います。どう
ぞよろしくお願いします。

涼佑さん
相模ハマっ子通り 166番地 2018年12月15日まで

男性
20代

テニス、常に音楽を流す、文通！、シャケ(ﾟ∀ﾟ)

こんにちは！ 登録してみました！☆ まだ不慣れです；； 皆さん不
思議がると思いますが、通信制高等学校に20代後半で行っていま
す。 日常のネタそこそこあります。 老若男女問いませんので、若
い男性だろうと何だろうと、 価値観などを知っていきたいです。
あとは楽しく文通しましょう☆ 涼佑。

ミヤビさん
信濃通り 21番地 2018年12月15日まで

女性
30代

映画、海外ドラマ、自宅ヨガ、大人の塗り絵

転勤族の妻をしています。夫・わたし・息子(年中)の三人暮らしで、
専業主婦です。あれこれ趣味を書きましたがここ数年はロクにして
いないものばかりで、最近やっとちらほらと再開し始めました。自
宅でヨガをすることと、「ダウントン・アビー」にハマっています。
一度にたくさん文通できないと思うのですが、様々な地域の方と
交流できたら嬉しく思っています。

はくばいさん
しゃちほこ通り 155番地 2018年9月15日まで

女性
40代

読書、ガーデニング、旅行

はじめまして。慌ただしく過ぎる日常のなかで、気になっ
たフレーズ、心にしみた言葉など、手帳の端にチョコっ
とメモするのがわりと好きです。のんびり屋ですが、よ
ろしくお願いします(*^^*)
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mamingさん
しゃちほこ通り 156番地 2018年9月15日まで

女性
30代

文通、文房具集め、カフェめぐり、スヌーピーグッ
ズ集め

手紙を書くことが大好きです。 素敵な出会いがあると嬉
しいです。女性の方でお願いします。

カインさん
もみじ饅頭通り 63番地 2018年9月15日まで

女性
20代

旅行(主に国内)、音楽(色んなジャンル聴きます)、
おいしい物を食べる

3年前より一人暮らしをしています。暮らしに関すること(自炊、イ
ンテリアなど)を考えたりする事が好きです。また、実家で柴犬を
飼っており、動物も大好きです。小さな頃から文通をする機会が
あった為、書く楽しみ、届く楽しみが魅力だなあと思い、こちらへ
の登録を決めました。色んなお話ができたらと思います。

うみさん
どさんこ通り 155番地 2018年9月15日まで

女性
40代

読書、料理、ちょっとした運動

はじめて。既婚で仕事をしてます。最近、可愛いレターセットを見
るたびにお手紙を書きたいなぁと…文通に憧れてました。趣味と言
えるほどではありませんが、文房具や雑貨を眺めるのも大好きで
す。勝手ながら、女性の方との文通を希望します。初心者ですが
よろしくお願いします。

アコっぱれさん
きびだんご通り 54番地 2018年9月15日まで

女性
40代

読書・パン屋巡り・ショッピング・美味しいもの探し

子供の頃に流行った文通が懐かしく、入村をしました。 本の話や、
色んな美味しいものの話が出来たらいいなと思います。食いしん
坊です。 テレビをあまり見ないので、ドラマの話とかはちょっと苦
手かもしれません。 読んでほっこりする、そんなお手紙のやりと
りが出来たら嬉しいです。素敵なご縁がありますように。 既婚・子
供ありです。よろしくお願いします。

みゆみゆさん
土佐の国通り 15番地 2018年9月15日まで

女性
30代

写真撮影、ドライブ、映画鑑賞、ハンドメイド、国
内旅行、収集&スクラップ

２歳の子供が１人、そして現在妊娠中の主婦です。結婚を機に引っ
越しをしたのですが、引っ越し先でなかなか同年代の方がおらず、
育児や趣味を始め色んなお話ができる方とご縁があればと思い入
村しました。 ゆっくりなやりとりでもかまわないという方、ぜひよ
ろしくお願いします。

鳥山みみ子さん
砂丘通り 12番地 2018年12月15日まで

女性
40代

国内一人旅、鳥好き、白色オウム、酵母パン、バ
イク、ゲーム、子育て終わり、その他

学生の頃文通をしていた良い思い出があります。生き物全般好き
ですが、特に鳥が大好きでタイハクオウムと暮らしています。一人
旅はバイクや車中泊で日本全国、ゲームはPCとPS4、酵母パンは
色んなお店のを通販していますが、元酵母パン職人です。 色んな
ジャンルの話題や年代の方とまったり文通が出来ましたらと思いま
す。 どうぞよろしくお願いいたします。

大家さん
かぼす通り 22番地 2018年9月15日まで

女性
20代

漫画を読む事、漫画を描く事、音楽鑑賞、カラオ
ケ、不動産サイト巡り、間取り図鑑賞

先日手書きのメッセージを頂きました。それを見た時、凄く温
かな気持ちになり、私も手書きのメッセージを送りたい、と思い今
回入会致しました。様々な年代の方と、共通の趣味の話等だけ
ではなく、「今日こんなことがあって、こんな気持ちになりました。
あなたはどうですか？」というような、日常や、感情を感じ取れる
ようなお手紙のやり取りができましたら、とても嬉しいです。

もちこさん
なにわ通り 213番地 2018年12月15日まで

女性
30代

漫画、ゲーム、猫、人狼、読書(宮部みゆきが好き
です)

初めまして。 小学生の頃に文通していたのを思いだし、懐かしく
なり入村しました。 漫画はなんでも読みます。ゲームはATLUS系、
刀剣乱舞が好きです。 オタクなので、BLや二次創作も大好きです。
人狼(対面)も好きで、TRPGにも興味があります。 1年前に猫を拾
い、飼っています。 趣味が同じ方も異なる方も、お話したいです。
よろしくお願いします。

ゆあさん
越中通り 26番地 2018年9月15日まで

女性
20代

アニメ・ソシャゲ(乙女系)、声優・2.5次元俳優、雑貨、散歩、
動物、ペンギン、金魚

はじめまして、ゆあと申します。週末の空いた時間に何か新しい趣
味をと思いお試ししてます。性別年齢問わず色んな方と文通を楽し
みたいなと思っています。身近な出来事をぜひお聞かせください！
もちろん趣味で繋がりを感じた方からのお手紙もお待ちしてます。

マッキーさん
相模ハマっ子通り 167番地 2018年9月15日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞(洋楽)、観劇、野外フェス、ポス
トクロッシング、書店めぐり、万年筆

主人と猫１匹と暮らしています。時代の流れからか、ここ10年以上
は手紙を書くことから遠のいていました。ですが、最近海外の人と
ポストクロッシングを始めたことで、手紙熱が再燃。日常のことか
ら、本、映画、音楽の話しなどしてみたいです。一筆箋やポスト
カードでのやり取りも大歓迎です。
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夢子さん
きびだんご通り 55番地 2018年9月15日まで

女性
40代

読書　ネット動画鑑賞　携帯写真撮影　インテリ
ア雑貨集め　喫茶店巡り　

４０代の主婦です　夫と黒うさぎと暮らしています。い
ろいろな話をお手紙でゆっくり続けていけたら楽しいだ
ろうなあと思い登録させていただきました。 よろしくお
願いします。できれば女性の方を希望しています。

華さん
なにわ通り 214番地 2018年12月15日まで

女性
30代

手帳、文具店&100均巡り、金爆、文通、読書、編
み物、期間限定チューハイ、筋トレ

中、小、幼３人の子持ちです。初めて文通村に登録でドキドキし
てます。手帳が大好きで自己啓発本も読みます。金爆の歌詞が好
きです。期間限定チューハイを見つけるとテンション上がります。
料理しながら飲むのが至福の時です。体が重力に負けて緩んでき
たので筋トレ始めようと思ってます。こんな私ですがよろしくお願
いします。

ことのはさん
相模ハマっ子通り 168番地 2018年9月15日まで

女性
30代

お散歩、美術館・博物館・水族館・動物園に行くこ
と、絵を描くこと、映画鑑賞

はじめまして、ことのはと申します。 平日はお仕事をして、休日
はお散歩をしたりカフェで過ごしたりして、ゆったりとした日々を
過ごしております。自分が今感じていることや考えていることを、
文章を通じてどなたかと共有できたら良いなと思い、この度入会致
しました。お手紙を通して温かな交流ができればとても嬉しいです。
宜しくお願い致します。

うにとくりさん
お江戸通り 420番地 2018年9月15日まで

男性
20代

ランニング、音楽鑑賞、カメラ、ギター、料理、
動物園巡り

理系の大学院生です。無線通信の研究をしています。 趣味は広く
浅く、色々やっています。 今回は、自分が知らない、様々な価値
観をもつ方々と交流したい思い、文通村に登録しました！ よろしく
お願いします！

しんくさん
うつくしま通り 42番地 2018年9月15日まで

女性
40代

写真を撮ること、ジャニーズを見ること、字を書く
こと、お酒を飲むこと等々

主人と息子、娘と四人家族。少しずつ自分の時間が増え
てきたのを機に、文通をしたいと素直に思いました‼️
いろんな方と手紙でお話出来たらいいなぁと思います。
よろしくお願いします。

海さん
古都みやび通り 86番地 2018年9月15日まで

男性
30代

写真・自転車(小径車)・読書・アニメ鑑賞・旅行・紅
茶

はじめまして。写真はフィルムで街並みや建築物を撮る
のが好きです。趣味や日常のお話などができればと思っ
ています。文通は初めてでご迷惑をおかけするかもしれ
ませんが、よろしくお願いします。

urocoさん
お江戸通り 421番地 2018年9月15日まで

女性
20代

イラスト・アート・鳥類(文鳥)・洋画・写真・ゲーム・漫
画・BUMP OF CHICKEN

熊本育ち、上京して少しずつ絵の仕事をしています。10代の頃よ
く文通していました。手紙は震災でぼろぼろになってしまいました
が今も大切な宝物です。短めの気軽なお手紙はもちろん絵・写真・
マステや雑貨のおすそわけなど交換できればとても嬉しいです！
年代問わずいろんな方と交流してみたいと思っています。日々の何
気ないこと、誰かに話したいこと、是非聞かせてください。

ハルさん
古都みやび通り 87番地 2018年9月15日まで

男性
20代

硬式テニス、音楽、映画鑑賞、漫画、カフェや美
味しいもの巡り

初めまして！ハルと言います。 字を書くことが減ったな、
と感じたことがきっかけで文通村を始めました！年代に
関わらず手紙を通してお話ししてみたいと思っています。
よろしくお願いします！

東れもんさん
ピーナッツ通り 202番地 2018年9月15日まで

女性
10代

読書、漫画、歴史、文房具集め、洋画鑑賞、絵を
描くこと･･･など広く浅く

地図を見るのが好きな歴史などを少し学んでいる大学生です。趣
味といっても広く浅くなのでとても熱中しているという程でもない
ゆるやかなものです。テレビや流行りものに疎く、のんびりマイ
ペースな生活をしています。先日万年筆の魅力に惹かれ、前から
夢だった誰かとの文通をする好機と思い入会しました。文通をする
事が一切なかったのでこの機に様々な方と気軽にお話したいです。

若草色さん
彩の国通り 202番地 2018年12月15日まで

女性
30代

陶芸 絵を描くこと 映画鑑賞 インテリア ショッピング
スタバでのんびり

ふと…誰かに手紙を書きたいなと思いました。性別、年齢、趣味、
環境、職業…それぞれ違う中で、自分の視野だけでは感じられな
いことに、文章を通じて出逢えたら素敵だな…とも。これから誰と
出逢えるか、わくわくしてます。……なんて、ちょっとすましたこと
も書きましたが、楽しくやり取りできたらそれだけで嬉しいです。
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ユウトさん
相模ハマっ子通り 169番地 2018年12月15日まで

男性
20代

カラオケ、落語を聞くこと

はじめまして。 ユウトと言います。 神奈川県で内装職人の見習い
をしています。 仕事漬けの日々で、職場以外で人と話すことがほ
とんどないため、たわいない話ができる相手が欲しいと思い、文
通を思い立ちました。 初心者ですが、心を込めて書きたいと思っ
ているので、とうぞよろしくお願いいたします。

桜香さん
どさんこ通り 156番地 2018年12月15日まで

女性
30代

動物、花、読書、博物館、美術館、喫茶店、温泉、
雑貨、文房具、美味しいもの巡り

はじめまして。ポストカードが好きで色々と集めておりました。気
軽にやり取りが出来たらいいなと思うので、ポストカードでの文通
を希望します♪まったり楽しくやり取りができたら嬉しいです。よろ
しくお願い致します。

えっこさん
お江戸通り 422番地 2018年12月15日まで

女性
20代

テレビ、ガラス細工、アウロラ社のペン、SMAPさ
ん、書道

六甲通りからお江戸通りに出てきて6年目。気持ちはずっと六甲通
りにあります。字を書くこと、人の字を見ることが好きです！一人
で自由に過ごすことが好きですが少し寂しいので文通村にやってき
ました！よろしくお願いします！

かわらなでしこさん
なにわ通り 215番地 2018年9月15日まで

女性
70代

歌うこと（コーラス）、短歌、太極拳、絵画鑑賞、
料理、園芸

いつも明るく前向きで、趣味を楽しみたいです。お互い
にいい刺激と楽しい発見のある文通になればと思ってい
ます。

高座豚さん
相模ハマっ子通り 171番地 2018年12月15日まで

女性
60代

木の実拾い、リース作り、保存食作り（薬草茶、ジャム、梅
干し、らっきょう等）、グレートトラバースを観ること

ベニシアさんの生活が憧れです。自然に囲まれてのび
のび生活したい。せめて手紙の中だけでも自由にお話し
たいと思っています。よろしくお願いします。

ななひよこさん
しゃちほこ通り 158番地 2018年12月15日まで

女性
30代

手帳いじり、文具集め、かばん集め、カメラ、ゲー
ム、お笑い

はじめまして。夫と娘（小2）と暮らしています。フルタイム勤務
なのでなかなか自分の時間が取れないのですが、子どものころか
ら文通や交換日記などが大好きで、またそういった時間を持ちた
いと思い入会しました。30代後半ですが、ピンクやかわいいもの
が大好きです。よろしくお願いいたします。

雪乃さん
しゃちほこ通り 157番地 2018年9月15日まで

女性
30代

読書（マンガも）、音楽鑑賞、コーヒー、猫、、
手芸、ゲーム（牧場物語など）

初めまして。もうすぐ40才になります雪乃といいます。
文通は初めてなのですが、最近になって色々な方に手紙
を書いてみたいと思うようになりました。どうぞよろしく
お願いします。

ゆめはさん
さるぼぼ通り 40番地 2018年9月15日まで

女性
40代

文通、カラオケ、ドライブ、100均めぐり、お出かけ、家で
まったり、カフェへ行くetc

はじめまして。パートする主婦です。子供はいません。
同世代の方と、日常の話から悩み（時にはグチも）など
話せる友達が欲しくて入村しました。女性の方のみお願
いします。よろしくお願いします。

YUYUさん
どんたく通り 120番地 2018年9月15日まで

男性
70代

弓道、太極拳、スポーツ観戦、ギター、旅行、音楽鑑賞
（クラシック・ジャズ・フォーク）、落語、読書、料理、気功

もうすぐ八十路です。暇に趣味がだんだん増えて弓道は始めたば
かり、ギターは孫の結婚式に演奏するためにガンバッテます。ま
だまだ長生きに気功にはまってます。脳の活性化に文通を思いた
ち入村しました。よろしくお願いします。男は85才まで働けと、現
在働いてます。

めぐるさん
加賀の国通り 27番地 2018年12月15日まで

女性
30代

ハンドメイド、イラスト、文房具、勉強

絵を描く事が好きです。小さい頃から文通をしています。
楽しいお便り交換しましょう。沢山の方とやりとりして、
お話ししていきたいです。
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白檀さん
どさんこ通り 5番地 2018年12月15日まで

女性
40代

旅行(一人旅・バスツアーも好き)、映画鑑賞、海外
ドラマ鑑賞、読書、舞台鑑賞

飛行機に乗る事、神社・お寺に行く事、解散してもＳＭ
ＡＰが好きです。仕事以外の時間は全て自分の自由時
間と考えて、日常生活を楽しむようにしています。前向
きな方とある程度テンポの良い文通をしたいです。

花車さん
茶畑通り 7番地 2018年12月31日まで

女性
30代

音楽鑑賞、編み物、園芸

年齢を重ねるにつれて、悩みごとや心配ごとが増えてき
ました。文通を楽しみながら、良きアドバイスや元気を
いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

ＫＳママさん
どさんこ通り 25番地 2018年12月15日まで

女性
20代

文通、レターセット・シール・マステ集め、大人の
ぬりえ

更新時期になってしまいました。最近、諸事情で手紙を
書く時間があまり取れずスローペースの文通になってし
まいますが、よろしくお願いいたします。＊小1、年長の
子供がいて、フルタイム（介護士）で働いてまーす♡

あおいさん
茶畑通り 17番地 2018年12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｡ちはるさん

もみじ饅頭通り 12番地 2019年6月15日まで

女性
40代

カフェ、パン屋さん、マステ、ディズニーランド

早いもので、更新の月となりました。今年の目標は、
「ディズニーランド35周年へ行く!!」ことです。以前は年
パスで通ったほど、大好きな場所です!!よろしくお願いし
ます！

あかはちさん
火の国通り 6番地 2019年6月15日まで

女性
30代

歌うこと、韓国ドラマ、懸賞応募、手紙、編み物、
関ジャニ∞

30代後半、パート勤務の主婦です。6才娘と2才息子がいて、毎日
が忙しくあっという間に過ぎていく日々です。韓国ドラマと懸賞応
募が好きで、関ジャニ∞と手紙に癒されています。歌うことがスト
レス解消法。ゆっくりペースですが、お手紙お待ちしています。女
性限定でお願いします。

紫乃（しの）さん
ピーナッツ通り 62番地 2018年9月15日まで

女性
40代

コーヒー、100均、異世界小説、ロマンス本、懐アニ＆カラ
オケ、手芸、猫、一般道運転で遠乗り

独身おひとり様の人生で終わりそうです。おかげで、趣味も数多
くこなして幅広い知識と技術が身につきました。コーヒーが大好き。
猫グッズ好き。でも猫は飼っていません。ポストカードや短い文章
でのやりとりも大歓迎です。またロングレターやオタクな内容のお
手紙も待っています。日常のたわいないことからコアなお話まで、
老若男女問わず趣味の違う方でも文通出来たら嬉しいです。

福乃助さん
うつくしま通り 13番地 2018年12月15日まで

男性
40代

写真、自重トレ、珈琲、ディズニー、神社仏閣巡
り、他

僕は未治療ですが、診断有りの「性同一性障害(女→男)」
です。その事も含めて、文友さんと温かな心の交流をし
て頂いてます。いつの時も「感謝」と「笑顔」と「ダイジョ
ウブ」を胸に、一笑懸命生きてます！

ハルさん
もみじ饅頭通り 16番地 2018年12月31日まで

女性
60代

庭いじり、雑貨巡り、カフェ巡り

文通村に入村して早や1年、介護の仕事と同時スタートでしたが文
友さんとの心温まる交流にいつも元気を頂き本当にありがとうござ
います。これからも文通を通してさまざまな話をしていけたらと思っ
ていますので、どうぞよろしくお願い致します。

かりんさん
ねぷた通り 11番地 2018年12月31日まで

女性
40代

読書、音楽、手芸、映画、動物、お茶、鍋

本を読んだり音楽を聴いたり手芸（編み物、ハワイアンキルト、
刺繍）をするのが好きです。お手紙を読んだり書いたりする時間
も、生活の中での楽しみになっています。お手紙のやりとりを通じ
ていろいろな発見ができたらいいなと思っています。女性限定でよ
ろしくお願いします。
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ブリコさん
きりたんぽ通り 7番地 2018年12月31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。

あおいくまさん
古都みやび通り 27番地 2018年12月31日まで

女性
60代

読書

〝ふみびと〟という響きに心ときめいて村民となりました。感動し
たいということ、人生死ぬまで勉強ということがしみじみの年令に
なってまいりました。ご縁に感謝の心を思いお便りが交換できれば
幸せです。年令も性別も問いません。よろしくお願い致します。心
身共にしなやかにアンチエイジングです。

なごみさん
桜島通り 9番地 2018年12月15日まで

女性
50代

プロ野球観戦、御朱印集め、旅行

いつも楽しく文通させてもらっています。ありがとうございます。
一年がプロ野球のキャンプ見学に始まり、プロ野球見学に終る50
代主婦です。色々な地方の方と色々な話をしたいです。昼間はコー
ヒー飲みながらのんびりしています。よろしくお願いします。

きらさん
越中通り 7番地 2018年9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。

cocoさん
さるぼぼ通り 18番地 2018年12月15日まで

女性
20代

コスメ、ファッション、旅行、ジョギング、ハイキン
グ

関西でオススメのハイキングスポット教えて下さい！道具の情報
交換もしたいです。コスメやファッションの話も大好きです。最近
はヘアケア・アレンジにも興味があります。旅行は今年オランダ・
ベルギーに行きます。色々お話できたら嬉しいです！

はなぴょんさん
ピーナッツ通り 95番地 2018年9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。

ビックさん
とちおとめ通り 34番地 2018年12月15日まで

男性
40代

カラオケ、野球観戦、座禅、瞑想、マジック、そ
の他いろいろ

時の流れは早いものです。入村して1年半になります。
今は文章を書くより手紙に落書きのような絵を書くのが
楽しくなりました。これからも一つ一つ自分なりに心を
こめて書きますので、よろしくどうぞ。

森のパセリさん
信濃通り 36番地 2018年12月15日まで

女性
30代

カフェ巡り、映画、切手集め、読書、ジャム作り、
玄米生活

手書きの手紙の温かさに魅力を感じています。気に入った便せん
で手紙を書くことが好きです。手紙をいただくことも好きです。趣
味や日常の話題など、のんびりと文通を楽しめたらと思っています。
お手紙お待ちしております。

アイリスさん
上州三山通り 23番地 2018年9月15日まで

女性
20代

ミュージカル・舞台鑑賞、旅行、カラオケ、ゲーム、
漫画

旅と観劇を楽しみに一人暮らしをしています。その時ハマった作品
から、関連することを調べてみたりチャレンジしてみたり…と、物
事がつながる瞬間が好きです。他に漫画やゲームも少々。年代性
別問わず、のんびり文通しましょう。最近ペット(フェレット)を飼い
始めました。

みなづきしおりさん
もみじ饅頭通り 37番地 2019年6月15日まで

女性
50代

文通、ゲーム、同人便箋、文房具・雑貨集め、ロ
マンス小説とマンガ、懸賞応募、断捨離

入会してから一年が経ちました。素敵な文友さんとの出会いに感
謝しています。体調不良が続き、落ち込んでいましたが徐々に良く
なって来ました。50代後半ですが気だけは若いのでこれからも頑
張ります。楽しく色々な事を語り合いたいです。女性の方限定で
よろしくお願い致します。
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くるりさん
どさんこ通り 100番地 2018年12月15日まで

女性
50代

ご朱印　旅行　カフェ巡り　家庭菜園　紙物収集

のんびり自分の時間を楽しみたく、相手の方を思いなが
ら素敵な時間を過ごせるそんなお手紙交換ができる方
字が上手ではないですがよろしくお願します。

ふじおれさん
相模ハマっ子通り 57番地 2018年12月15日まで

女性
30代

カフェ、ゲーム（３ＤＳ・スマホ）、読書、雑誌パズル、万
年筆＆カラーインク、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。文友みなさんのお陰で村民ライフを満喫して
います。葉書や一筆箋、余ったレターセットの詰め合わ
せでもかまいません。楽しくお話ししましょう。

糸さん
彩の国通り 132番地 2018年12月15日まで

女性
40代

編み物、読書、公園散策、カメラ、カフェ、断捨離、修繕
がすきでモノと仲良くすること。

はじめまして、既婚・子供のいない専業主婦です。断捨離をしなが
ら小桜インコと日々のんびり暮らしています。転勤で友達のいない
土地に越したので、文通を通しておしゃべりできたら楽しそうだな
と思いました。小さな出来事や、ふと感じたことを飾らずに話せた
らいいなと思っています。文通は初めてなので女性の方のみの希
望です、お手紙楽しみに待っています。

あこさん
お江戸通り 272番地 2018年9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、スクラップブッキング

いつも文通のやり取りをしてくださってる方々、本当にありがとう
ございます。 日常生活でバタバタとしており、お返事のペースが
遅くなっておりますが、きちんとお返ししますので、気長に待って
いただけると嬉しいです。 いただいたお手紙を読み、お返事を書
くという特別な時間がいつも楽しみです。 引き続き宜しくお願い致
します。

キキさん
かぼす通り 16番地 2018年12月15日まで

女性
30代

お酒、お菓子作り、御朱印集め、読書、ラジオ、
洋楽

早いものでもうお試し期間の3ヵ月が過ぎてしまいました。毎月、
手紙が来るのがとても楽しみです。趣味の話や日々の話、いろん
な話ができるといいなと思います。皆さまからのお手紙、お待ちし
ています。よろしくお願いします。

まほろばさん
六甲通り 114番地 2018年12月15日まで

男性
60代

犬の散歩

また更新させていただきます。64歳未婚男性無職です。兵庫県の
山間部で犬2匹と共同生活しています。趣味は犬と遊ぶことです。
手紙の内容は、楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、何でもOKで
すので宜しくお願いします。

あこさん
いよかん通り 21番地 2018年12月31日まで

女性
20代

読書、映画（主に洋画）、カフェ、文房具、おで
かけ 、旅行、ゲーム

田舎暮らしと趣味を楽しんでいます。年齢、生活スタイ
ル、趣味問わず、いろいろな方とのんびり交流できたら
嬉しいです。よろしくお願いします。

ふみふみさん
ねぷた通り 20番地 2018年12月31日まで

女性
50代

猫グッズ収集、雑貨屋·￥100均一巡り、読書、カ
フェでのんびりすること

日常生活の何気ない話に、励まれたり、癒やされたり、笑みがこ
ぼれたり…いろんな世代のかたからお便りをいただき、手紙を読
む事も、書く事も、益々好きになりました。動植物が大好きな、
カラ元気で、体力だけは自信ありの、働くオバちゃんですが、趣
味のお話、好きなもの等…世間話しませんか〜？お手紙お待ちし
ています。

まこさん
彩の国通り 149番地 2018年12月31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

27歳女性で専業主婦かつフリーライターです。万年筆とそのインク
をもっと使いたい！という思いから文通を始めました。毎日ティー
タイムを楽しんだり、仕事がない時は読書かゲームをして過ごして
います。ゲームはここ数年ネトゲ系が多めです(DDONとESOが現
役)。趣味の話以外にも、日々の何気ない話もできる方を男女問わ
ず募集中です。

ちさとさん
彩の国通り 155番地 2018年9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

コラージュしたお手紙のやりとりがしたいです。コラー
ジュ好きな方いませんか？ 女性限定ですがよろしくお願
いします^ ^
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めぐぞーさん
常陸の国通り 53番地 2018年12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9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。

カオリさん
なにわ通り 181番地 2018年12月15日まで

女性
30代

カフェ巡り、編み物、写真、大人のぬりえ、食べ
歩き

はじめまして。カオリと申します。お手紙を書くのも受け取るのも
大好きです。自由な時間が増え、以前文通をしていた時の楽しさ
を思い出し、文通村入会致しました。たくさんの文友さんと楽しく
お手紙交換できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

雪之城さん
なにわ通り 182番地 2018年12月15日まで

女性
40代

カラオケ、ライブ、野球観戦（千葉ロッテマリ－ンズファン
です）、日帰り旅行、文具集め、文通

昨年暮れに入村して早や半年。会員の皆様と楽しく文通
をしております。月に二度来るお手紙が待ち遠しいです。
日々のこと、ご当地情報など色々なお話が出来たら嬉し
いです。よろしくお願い致します。

ゆる子さん
なにわ通り 183番地 2018年12月15日まで

女性
30代

ゲーム・パソコン・食べる・文具集め・100均巡り・読書・文通・
メルカリ・レタセシール集め

字はかなり下手な方ですが文通が大好きです♪趣味の合う方と日
常のことや趣味のことをたくさんお話しあいたい★愚痴なんかも言
い合えるような仲って素敵やと思ってます。ゲームはほぼ毎日して
て本当に大好きです♪レタセにこだわりは無いですが、ポストカー
ドやミニレタセとかも使ったりのやり取りもしたいですヽ(0ω０`*)

ちぃさん
茶畑通り 69番地 2018年12月15日まで

女性
20代

文通、ハンドメイド、懐メロ、ラブライブサンシャ
イン、おそ松さん、料理、お菓子、

初めての更新です、引き続き楽しく文通させて頂きます(^-^)日常
の、ほんの些細な事などお話してみませんか？動画サイトでゲー
ム実況を観たりするのも好きです✿*:お花を見に行ったりするのも
好きですﾟ･*:.｡料理と動物も好きです(^^)ポストカード、レターセッ
ト、どちらのやり取りも大好きです。体調を崩す事がありますが、
のんびりと文通をやっていけたらと思います。

朔さん
琵琶湖通り 16番地 2018年9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。

なおぽんさん
平城京通り 31番地 2018年12月15日まで

女性
40代

海外ドラマ、銭湯温泉めぐり、映画・演劇鑑賞、旅
行、マッサージに行く

文通初心者です。よろしくお願いします。最近は、仕事場と家とを
往復する毎日。お手紙を通しての交流で、日々の心の潤いになれ
ばと思い入村しました。趣味や地域の事など気軽にお話しできれ
ばうれしいです。 最近の旅行は、温泉がある場所が多いです。旅
行先のご当地スーパーに行くことが楽しみです。

ありすさん
お江戸通り 355番地 2019年6月15日まで

女性
20代

ペット、ピアノ、読書、パズル雑誌、お菓子作り、
コスメ、お花、マンガ、ゲーム

こんにちは。子供3人と犬猫に囲まれて生活している主婦で
す。DMばかりのポストが寂しくて学生時代にやっていた文通を再
開しました。これからいろいろな方と文通出来たらいいなと思いま
す。皆さんの好きなこと等たくさん教えてくださいね。よろしくお
願いします。

やまぶきさん
とちおとめ通り 47番地 2018年12月15日まで

女性
40代

だっこ嫌いなうちの三毛猫をだっこしてゴロゴロいわせる、
お笑い、邦楽、縄文土器、絵本、写真

ひふみんとにゃんこが大好きなやまぶきと申します。２月から新し
い職場で働き出したのですが、研修研修の毎日で余裕がなくなっ
ています。私にお手紙をくださった方、お返事が遅くなっていて本
当に申し訳ありませんが、必ずお返事を書きますので、いましばら
くお待ちください。



第207号 2018年6月15日
　　10

風の丘 晴日さん
彩の国通り 164番地 2018年12月15日まで

女性
60代

編み物

入村して半年、初めての更新です。つもりがなかったのにヒョイと
始めて意外と楽しいです。かぜのおかはるひと読みます。自営の
夫と2人暮し。子供はいません。ペットもいません。専業主婦です
が夫の手伝いも少々。在宅多く1年中手編みしています。猫が大好
き。編むのにかなり時間取られるのでやり取りはスローペースで
お願いしてます。良かったらお話しませんか。

イリスさん
お江戸通り 366番地 2019年1月31日まで

女性
50代

国内外旅行、園芸、ワイン・日本酒などお酒全般、
万年筆、外食、ライブ

東京在住、会社勤務の50代既婚。犬を2匹飼っています。国内外
問わず旅行が大好きです。イタリア、フランス、万年筆、マイセ
ン、ヘレンド、ジノリ、益子焼、コーヒー、紅茶、和食、フレンチ
好き。キーワードに興味を持たれた方、お手紙お待ちしています。
どうぞよろしくお願いいたします。

美倫さん
お江戸通り 381番地 2018年8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(^^)

かおぞ〜さん
相模ハマっ子通り 136番地 2018年11月30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

卯月さん
相模ハマっ子通り 140番地 2019年6月15日まで

女性
50代

海外ドラマ、スポーツ観戦、お香、着物、家族旅
行、紅茶、万年筆のインク

夫、大学生の娘との3人家族で専業主婦です。 無理せ
ず、自然体でお付き合いを続けたいと思います。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。

あずきさん
お江戸通り 392番地 2018年9月15日まで

女性
20代

読書（まんが含）、美術館、お酒、朱印集め、美
味しい物巡り、温泉

お試し期間が終わり、とても楽しく文通ができてます。ので早速更
新しました。文友さんいつもありがとうございます。5月からスポー
ツジムに通い始め、産後ダイエットに励んでます。新しく何かを始
めた方、そうでない方もどうぞよろしくお願いします。

こゆびさん
茶畑通り 89番地 2018年9月30日まで

女性
20代

一人旅、漫画、お絵かき、水族館・動物園巡り、
ソフトテニス

一人旅で温泉に行ったり、一日中水族館で過ごしたりするのが好
きです。イラストを描くのが好きで同人活動もしています（主に二
次創作）。文通初心者ですが趣味や年齢性別問わずいろんな方と
交流できたらいいなと思っております。よろしくお願いします。

青子さん
相模ハマっ子通り 142番地 2018年9月30日まで

女性
20代

音楽、楽器、旅行、食べ物、お酒、小動物、コス
メ

はじめまして。メタルを聴いたり楽器を奏でるのが趣味の青子と申
します。文通は初めてですが、日々の生活に彩りがほしいと思い
入村しました。旅行や美味しい食べ物・お酒も好きなので、皆さん
のおすすめがあったらぜひ教えて下さい。マイペースですが、よ
ろしくお願いいたします。

もちこさん
お江戸通り 395番地 2018年12月31日まで

女性
30代

読書、エステ　ネイル、美容と健康　ボサノバ　美味しい食
事とお酒を頂く 温泉 フランス語

両親共に東京生まれ東京育ちのため、全国に知り合いがあまりお
らず、離れた場所に住む方とやりとりできたらというのがキッカケ
ですが、場所は問わず世代を超えて同性の方とお話しできたら！
超インドア派ですが、時々出張で海外に行かされていて、視野が
広がりました。しかし、もっと日本国内の色々なことを知りたいと
思っています。英語でもOKです。

藍色りぼんさん
ピーナッツ通り 188番地 2019年1月15日まで

女性
50代

読書、落語、芝居鑑賞　Ｂ＾ｚファン、都内のひ
とりミニ旅、、消しゴム集め、掃除

学生の時から文通好き、メールも良いけど、やはり手紙
が１番 趣味のこと、スイーツの話、犬の話などできたら
幸いです
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