
第208号 2018年6月30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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あやぽんさん
なにわ通り 158番地 2018年12月31日まで

女性
20代

レターセット、マステ、100均巡り

はじめまして。前にも文通村に入ってたんですが、仕事と育児が
忙しくて辞めてしまいました。今は仕事を辞めて自分の時間がちょっ
とだけ出来たのでまた入会させて頂きました。色んな方と仲良くな
りたいと思ってます。よろしくお願いします。好きなものは、サン
リオ・ディズニー・アラレちゃん・ジャニーズWESTです!!

ななさん
なにわ通り 175番地 2019年6月30日まで

女性
20代

音楽鑑賞、ギター弾き語り、カラオケ、ライブハ
ウス、文房具集め、カフェ巡り、古着

初めまして！ななと申します。 普段は特養で介護の仕事をしてい
ます。 子供の頃から手紙が大好きです。どれだけSNSが普及して
いても、ペンをとって手紙を書くことは忘れないでいたいです。 文
通村では、色んな世代の方とお話したいと思っています。お家のこ
と、趣味のこと、悩み相談など話題は問いません。 よろしくお願い
します(*^^*)

奏子さん
平城京通り 41番地 2018年12月31日まで

女性
50代

お出かけ、旅行、ハイキング、朝ドラ視聴

小学生から中学生にかけて文通をしていたことがあり、当時何気
ない手紙のやりとりがすごく楽しかったので、今回娘の紹介で文通
村を利用させていただくことになりました。今は子育てもひと段落
つき、これといったたいそうな趣味はありませんが、何気ない日常
のこととか、気軽にお話しできたらいいな♪と思ってます。どうぞ
よろしくお願いします。

リーコゥさん
上州三山通り 52番地 2018年12月31日まで

女性
30代

漫画、中国語（S.H.E♡）、散歩、カラオケ、八
段錦、ひとり旅、笑い

はじめまして！中国語の音が好きで勉強中&メンタルと体力強化の
ために、太極拳や八段錦を習得しようと少しずつ実践中です ˆoˆ
)/ 今までもいろいろなところに住んでみましたが、私はいろいろな
経験をしてみることが好きなんだなぁと今も進行形です ˆoˆ )/ 年
代問わず、幅広く、やり取りできましたら幸いです。

あずささん
古都みやび通り 88番地 2018年9月30日まで

女性
20代

買い物、漫画収集、ゲーム、カフェ巡り

昔から文字を書くことが好きで、小・中学生の時よく友達と手紙交
換をしていました。最近は手紙を書く機会もかなり減ってしまった
ので、このような場で手紙を使って年齢問わず、何気ない会話を
できたらいいな〜と思っています！どうぞよろしくお願いします。

はるまきさん
相模ハマっ子通り 172番地 2018年9月30日まで

女性
20代

漫画、映画観賞、読書、写真、イラスト、紅茶、
散歩、旅行

万年筆を使う機会を増やしたく登録しました。 日々の出来事、美
味しいものや旅行に行ったこと、趣味のこと、たまにはお仕事の愚
痴など、のんびりやり取りさせて頂ければと思っています。 最近
はゴールデンカムイにドハマりしてます！趣味の合う方、そうでな
い方、ポストカードや葉書でのやり取りも歓迎です。 どうぞよろ
しくお願いします。

ししゃもさん
ちょるる通り 35番地 2019年12月31日まで

女性
20代

音楽鑑賞(ロック)、ハンドメイド、ムーミン、相撲、ディズ
ニー、ジブリ、読書、ラジオ、落書き

結婚のため仕事を退職して、少し時間に余裕が出来てきたので、
ずっと気になってた文通村に入村。多趣味ですが、ちょっとかじっ
ている程度です。広く浅く。音楽はRADWIMPS、BUMP OF
CHICKENなどロックバンド大好き。ハンドメイドも色々手をだして
ます。ムーミン谷に住みたいぐらいムーミンたちが好き。本はミス
テリー好き。

枝豆の花さん
信濃通り 67番地 2018年9月30日まで

女性
50代

読書、ベランダ菜園、散歩

以前は好きでよく書いていた手紙を、また書いてみたく
なりました。 懐かしいこと、今のこと、これからのこと
等々、様々な話を楽しくできたら嬉しいです。 宜しくお
願い致します。
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れいさん
信濃通り 68番地 2018年9月30日まで

女性
20代

ドライブ

よろしくお願いします(/･ω･)/

エルさん
しゃちほこ通り 159番地 2018年12月31日まで

女性
30代

写真撮影、バードウォッチング、字を書くこと、読
書

学生の頃、たくさんの手紙を書いていたことを思い出し またそんな
ことができたらいいなぁと思い申し込みをしました。 最近、読書に
はまっています。 音楽はジャニーズをよく聴きます。 いろんなお話
ができたらいいなぁと思っています。 宜しくお願いします。

おかゆさん
常陸の国通り 74番地 2018年9月30日まで

女性
20代

お絵かき、食べること、雑貨屋巡り、動物園や水
族館に行くこと

はじめまして！少し変わった勉強をしている大学生です。動物が大
好きで、2匹の猫と暮らしています。日常のことや趣味のことなど、
たくさんの方のお話が聞けたらいいなと思います。初めての文通
でドキドキしていますが、どうぞよろしくお願いします！

ジャムさん
めんこい通り 31番地 2018年9月30日まで

女性
30代

旅行、お笑い、音楽鑑賞、ファッション、たま〜に
読書、心理学、ライブ観戦、占い

全てにおいて余裕のない生活の中で、失いかけている感性を取り
戻したいという思いから、昔好きだった文通をまた始めました。
様々な考えや価値観に刺激をもらいながら、心温まるやりとりがで
きたら良いなあと思っています（＾ν＾）

ふみえちゃんさん
なにわ通り 216番地 2018年9月30日まで

女性
20代

ショッピング、カラオケ、バイク、アニメ

昔から字を書くのが好きで、お手紙交換は大好きです。
もともとかなりのおしゃべりなので、手紙も長々と書い
てしまうかもしれません。また趣味はカラオケやゲーム
が好きです！よろしくお願いします(^-^)

すみれさん
お江戸通り 423番地 2018年9月30日まで

女性
30代

読書、歩くこと、お茶、温泉

去年息子が生まれ、現在子育て中の主婦です。日常の話や身の上
話、今悩んでいることなども、相談しあえたらいいなと思います。
若い方とも、年上の方ともお話したいです。分け隔てないタイプ
なので話を聞いて欲しい方もよかったらお手紙ください。キリスト
教の方ともお話したいです。

なでしこさん
ピーナッツ通り 203番地 2018年12月31日まで

女性
60代

ガーデニング、手芸、エッセイを書く

シニア主婦のお友達を希望します。他愛ない語らいで人
生を充実させたいです。

こふみさん
どんたく通り 121番地 2018年9月30日まで

女性
20代

読書(主に漫画)、映画、温泉、料理、犬

事務職をしている20代女性です。文通なんて何年ぶりだろう！と
ワクワクしながら登録しました。疲れを感じたら厳選かけ流しの温
泉に浸かりお風呂上がりにコーヒー牛乳をイッキ飲み。美味しいも
のが大好きで料理勉強中です！お料理上手な方、ご教授いただけ
たら嬉しいです。幅広い年齢の方と繋がりたいです。拙い文にな
りますが、どうかよろしくお願いします。

ヒビノさん
土佐の国通り 16番地 2018年12月31日まで

男性
40代

サーフィン、昼寝、美術、食器、写真、ダメな喫
茶店の探検

文通になんとなく興味があり、２年ぐらい迷ってましたが思い切っ
て入村します。妻子供との４人暮らし、いわゆる普通の会社員で
す。 文通の経験はありませんが、日常の、または非日常のよしな
しごとを気楽にやりとりしてみたいと思いますので、よろしくお願
いします。封筒や便箋にあまり凝ったりするほうではありませんの
で、あしからずご容赦ください。

さとさん
お江戸通り 424番地 2018年9月30日まで

女性
20代

読書 映画鑑賞 野球観戦 アニメ リアル脱出ゲーム 文房具集
め 舞台鑑賞 劇団四季

はじめまして。映画を見るのが好きで仕事が休みの日に
は映画かアニメ見てることが多いです。ずっと西武ライ
オンズが好きで応援してます!趣味の話だけでなく、
日々のことなど楽しく文通が出来たらと思っています。
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ＭＯＫＡさん
土佐の国通り 17番地 2018年9月30日まで

女性
30代

マステ･シール･紙モノ･レタセ集め、読書、音楽鑑賞、韓国
ドラマ、韓国語、アニメを観ること

初めまして。趣味が合う方や色々な方とお話してみたいと思い登
録してみました。韓国ドラマを観始めてから韓国語に興味を持ち、
独学ですが勉強もしています。 趣味のことや日常のことなど
色々お話出来たらなと思っています。よろしくお願いします。

しょうこちゃんさん
越後通り 53番地 2018年9月30日まで

女性
50代

旅行と美術館めぐり

愚痴を言い合えるお友達探してます✨

ちほさん
彩の国通り 203番地 2018年12月31日まで

女性
50代

音楽、映画

こんにちは。好奇心旺盛でいろんなことに興味を持って
いますが、外に出て何かを求めるよりも、お家でゆった
り過ごすことが大好きです。今は野菜をたくさん食べる
ことに毎日気をつけています。

らっこっこさん
ピーナッツ通り 204番地 2018年9月30日まで

女性
30代

レタセや切手収集、水族館、ラッコ、インコ、野鳥、カメラ、
野球観戦(西武)、ゲーム(3DS)

転勤族の妻3年目、妊活中、短時間パートで働いてます。4羽のイ
ンコと暮らしてます♪可愛いものが大好きです！最近ラッコの動画
を見てからというもの、彼らの可愛さに取り憑かれてしまっていま
す笑 楽しく文通して頂ける女性の方、よろしくお願い致します。

まみやさん
加賀の国通り 28番地 2018年12月31日まで

女性
40代

料理、お菓子作り、読書、ドライブ、美術鑑賞

こんにちは。既婚(子ども無し)、フルタイムで働いてる
事務員です。毎日PC画面ばかり見てるの飽きちゃったの
よー！珈琲より紅茶派。左利き。遠くでも近くても。深
くても浅くても。気が合えばいいですね。

ゆきさん
お江戸通り 425番地 2018年9月30日まで

女性
50代

カフェでコーヒー、一人日帰り旅、読書（ミステリー）、御
朱印集め、エレクトーンとピアノを少し

はじめまして。 会社員の夫、作業所通所をする長男、大学生の次
男の４人家族です。私はパートをしながら、空いた時間を気まま
に過ごしています。 年齢的なものなのか身体の不調もありますが、
楽しい時間を増やせたらと思います。よろしくお願いします。

ミソサザイさん
お江戸通り 426番地 2018年9月30日まで

女性
40代

映画、落語、野鳥観察、本の修理、チコちゃん、
太極拳

好きな映画は、『パターソン』『人生フルーツ』『ハー
ブ&ドロシー』です。淡々とコツコツとゆっくりと、毎日
を過ごすよう心がけています。楽しくのんびり文通でき
たら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

タヌキーヌさん
六甲通り 151番地 2018年9月30日まで

女性
30代

写真、イラスト、旅行、インク、動物、シール、
消しゴムハンコ、カフェ、ご朱印、花

はじめまして、30代なりたての主婦です。昔から切手や便箋を集
めたり手紙を書くことが好きで、手紙を通してもっと色々な世代の
方や県にお住まいの方々と文通ができたらと思いこちらのサイトへ
の入会を決めました。もちろん同世代、ご趣味があう方も大歓迎
です。好きなキャラクターはミニオン 、ベイマックスです。アル
フィーもよく聞きます。

レモンさん
しゃちほこ通り 160番地 2018年9月30日まで

女性
30代

映画鑑賞　読書

こんにちは。文通に興味があります。手紙というかたちで、年代
問わず、お互いのペースを大切に、楽しく交流できると嬉しいです。
好きなことは映画をみること、とくにファンタジックな世界観のある
映画が好きです。最近は絵本も読みます。気が合いそうな方や、
書くことが好きな方と文通できたら嬉しいです。どうぞよろしくお
願いいたします！

ゆにさん
さがん通り 12番地 2019年12月31日まで

女性
40代

マクラメ　色彩　アジア　スパイス料理　本　ア
ロマ　語学　ハーブ　自然療法　星　

それぞれのスタイルを尊重し合いながら、それぞれの世界をシェア
して楽しみ合えるような、自由で、気負いのないお手紙のやり取
りが出来たら素敵…なんて思っています。イマドキ10代の息子2人
の母でもありますが、自分の世界の充実にも積極的に励んでいま
す。様々な方々との出会いをとても楽しみにしています。
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山羊さん
お江戸通り 427番地 2018年9月30日まで

女性
20代

食べること、紅茶、カラオケ、絵を描くこと

文通がしたくて登録しました！大学生です。字が汚いの
で頑張って丁寧に書こうと思います！ 紅茶が好きで、趣
味はヒトカラや絵を描くことなどです。あと、中国語を
勉強中です(^o^)

たっきーさん
お江戸通り 428番地 2018年12月31日まで

女性
20代

映画、ジョギング、食べること、スイーツ、舞台鑑
賞、アニメ、武道、料理勉強中

就活が落ち着いたので始めようとかな、と(^^)字が上手
になること、自分が考えてることを言葉でうまく表現で
きたらいいなって思ってます。手紙書くことが好きです。
楽しみにしてます。よろしくおねがいします！

ぬこさん
ちゅら海通り 29番地 2018年9月30日まで

女性
30代

読書、漫画、カフェ巡り、映画・音楽鑑賞、バスケ
観戦、たまーに英語の勉強

初めまして。普段はOLとして働いていますが、アラサーの年齢は
友人も既婚者が多くなり、シングル期間をより楽しく過ごすきっか
けとして、懐かしい文通をスタートしました。イギリスに憧れがあ
り、少しずつ英語を勉強中です。大人な女性ってどういうものだろ
う？自信が欲しいと悩む日々（笑）ですが、様々な地域にお住ま
いの方とつながり、何気ないお話ができたら嬉しいです。

ぽたるさん
桜島通り 25番地 2018年9月30日まで

女性
40代

昭和レトロ、文通、レタセ、マステ、ガーデニン
グ、インテリア、料理

はじめまして。小学・中学とずっと文通していました。最近またい
ろんな方と出会いたいと思い入村致しました。お互いのペースで文
通できる方とご縁ありましたら嬉しく思います。ふんわりした性格
です。レタセは作家さんのものをぼちぼち集めています。どうぞ
よろしくお願い致します。

つゆ草さん
ピーナッツ通り 205番地 2018年9月30日まで

女性
30代

一人旅、伝統文化、建築、古墳、縄文遺跡

文通は初めてです。国内の、その土地特有の文化や料
理等好きなので、全国の方と色々なお話がしたいです。
国籍、年齢、性別問わず、交流を楽しみたいので、よ
ろしくお願いします！

るるさん
お江戸通り 429番地 2018年9月30日まで

女性
40代

手芸　映画鑑賞　散歩　ガーデニング　カフェ巡り

キルト教室に通い作品を制作しつつ、花壇の植物の彩りや、次は
何を育てようかと考えています。花、カフェめぐり、美味しいもの、
美しいもの益々好奇心旺盛です。どんな小さなことでもお知らせ
下さい。楽しみにしています。

ゆみさん
かぼす通り 23番地 2018年9月30日まで

女性
40代

ネットショッピング、映画鑑賞、インテリア、ファッ
ション、美容etc..

男の子3人(小5、2歳の双子)子育て中です。もともと手紙を書くの
が大好きで、10代〜20代にかけて文通もしていたのですが、出産
を機に遠のいてしまい...郵便ポストに手紙が届いた時の嬉しさや、
手紙を書く楽しさにまたふれたいと思い、入村させて頂きました。
年齢・既婚未婚・子供有無は問いませんが、女性限定でよろしくお
願いします(*´ `*)

りょくちゃさん
彩の国通り 204番地 2018年9月30日まで

女性
10代

読書 ナンプレ 音楽鑑賞 散歩

初めまして こんにちは 初めての文通で緊張しています
が 病気がちで学校にいけないので文通が楽しみです よ
ろしくおねがいします

エナさん
きびだんご通り 56番地 2018年9月30日まで

女性
30代

神社仏閣巡り、御朱印集め、美術館に行く、漫画、
アニメ、旅行

年齢とともに交友関係も狭くなってきているので、
色々な人と話が出来たらなと思います。文字を書く機会
も減ってきており、手紙を書くこともあまりないので楽し
く文通が出来たらと思っています。

りむりむさん
六甲通り 152番地 2018年12月31日まで

女性
40代

文通、紙もの集め、スタバ、コーヒー、猫を撫で
るetc...

はじめまして。手紙を書いたり読んだりするのが大好きです。中3
の娘・主人・猫1匹とのんびり暮らしています。日頃のちょっとした
出来事やすきなことについてなどいろいろお話できたら楽しいと思
います。女性の方と文通したいです。よろしくお願いします。
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ネージュさん
お江戸通り 430番地 2018年9月30日まで

女性
30代

旅行、カフェ・雑貨屋さん巡り、ショッピング、映
画、ライブ

はじめまして。最近、お手紙を書くドキドキとお手紙を
待つワクワクを思い出す機会がありました。文通でいろ
いろなお話しをして楽しい毎日になったら嬉しいで
す(♡´꒳`♡)よろしくお願いします。

莉乃さん
しゃちほこ通り 2番地 2019年1月15日まで

女性
40代

手紙を書くこと、音楽を聴くこと

素敵なお手紙をいただいて感謝しています。私も日々の
中から何か楽しんでもらえることを書きたいと探すのが
また楽しいです。

ぱせりさん
彩の国通り 9番地 2019年6月30日まで

女性
40代

レタセやマステ、切手取集、時々懸賞

4月から幼稚園の年少になった娘がいます。のんびりマ
イペースで文通していきたいです。

ヒョコミさん
お江戸通り 47番地 2019年1月15日まで

女性
40代

2時間ドラマ、御朱印、昭和レトロ、パワーストーン、音楽
（ハードロック）、サンリオ、怪談

昭和レトロと2時間ドラマが好きな主婦です。70年代～80年代の
時代が一番好きです。レトロ探しをしたり、好きなハードロックを
聴きながら雑誌を読んだり、スピ系や怪談本を読んだりしていま
す。最近は体調をくずしやすくなったので、健康法が知りたいです
ね。

花もようさん
ハマっ子通り 27番地 2019年7月31日まで

女性
60代

手芸、読書、文具・小物集め、森林浴、ガーデニ
ング

お手紙が届くのを毎回楽しみにしています。一度もお会いしたこと
のない方から知らないことを教えて頂いたり､心温まる言葉を頂い
たり､まるで､ずっと前からのお友達のように思えるなんて素敵なこ
とですね。今まで何かと忙しい日々でしたので､日常の中のちょっ
としたことにも喜びを感じる今日このごろ。いろいろな方と知り合
い､身近なことなどお話できたら嬉しいです。お手紙お待ちしてい
ます。

なっちゃんさん
お江戸通り 82番地 2019年7月15日まで

女性
20代

レタセ、シール集め

季節に合ったレタセやシールを集めるのが大好きです。
集めたレタセやシールを使うのが、とっても楽しいです！
ディズニーも大好きで、よくディズニー柄のレタセやシー
ルも買います。これからもよろしくお願いします！

ちいさなうさ子さん
茶畑通り 26番地 2019年6月30日まで

女性
30代

miffy大好き、文房具集め、旅行、マラソン、アロ
マ、お酒

はじめまして。ちいさなうさ子です。以前文通していま
したが、訳あってやめる事になりました。がしかし、文
通が恋しくて、恋しくて。ゆっくりかもしれませんが宜し
くお願いします。女性の方お願いします。

みなみさん
お江戸通り 110番地 2018年9月30日まで

女性
30代

カラオケ、クラリネット、フルート、しろたん、読書
（心理系）、散歩、ぬい撮り

文通して下さっている方、自己紹介を読んで下さった方、ありがと
うございます。中学生と小学生の子どもが2人います。音楽が好き
で、歌ったり、楽器の練習をしています。日々楽しく過ごすように
しています。よろしくお願いいたします。

@はなさん
さぬき通り 9番地 2018年12月15日まで

女性
40代

紙もの雑貨、国内旅行、ご当地グルメ、温泉、
ショッピング

いつもお手紙が届くのを楽しみにしています。最近多忙
でお返事を書くのが少し遅れております。マイペースに
なりますが、よろしくお願いします。

ともりんずさん
彩の国通り 76番地 2019年6月30日まで

女性
50代

野球観戦（パ.リーグ派）、消しゴムはんこ、イラ
スト描き、ほぼ日手帳、

皆さんからのお便りが元気の源になっています。ありがとうござい
ます。保育士として子育て支援に携わっています。子育て中のママ
たちの力になれたらいいなと、自分の経験も活かしながら頑張って
います。野球は、大谷翔平がいなくなっても日ハムです！ほぼ日
も相変わらず「ほぼ日ハム手帳」ですが、絵日記やら消しゴムはん
こやらでいっぱいです。これからもよろしくお願いします。
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かおりさん
なにわ通り 63番地 2018年12月31日まで

女性
40代

文通、読書、文房具店・雑貨店巡り

はじめまして。40代のパート主婦です。文通が好きで、
時間さえあれば手紙を書いています。全国の方といろん
なお話がしたいです。よろしくお願いします。

ことことさん
お江戸通り 140番地 2018年9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。

ブチさん
お江戸通り 142番地 2019年1月31日まで

男性
50代

散歩、森林浴、ドライブ、旅行、ハートフルな映
画の鑑賞、街中でのネコ観察

古くからの友人のように、些細なことであってもその日
その時の話題を語れるようになれたら嬉しいです。また、
そのようなお手紙を通じて新しい自分が発見できたらお
もしろいですね。

ビビさん
火の国通り 8番地 2019年7月15日まで

女性
70代

本を読む、手芸、編み物、旅行、遊ぶことが好き、とりわ
け美味しいものが大好き、今は文通が大好きです

まずいつもお便りを下さる文友の方にお礼を申し上げま
す。色んな方と知り合いお話ができることを嬉しく思っ
ています。これからもお付き合い下さいますようどうぞ
よろしくお願いします。

ナイチンゲールさん
どさんこ通り 50番地 2019年7月15日まで

女性
30代

映画観賞、カフェ巡り

すらりんさん
古都みやび通り 31番地 2019年1月15日まで

女性
30代

文通、世界史、カラオケ、メルカリ、サッカー観戦、
Twitter

蛙、嘉門タツオさんが大好きです。愛する一平くんのた
め愛媛FCサポ。ハングルをレベルアップハングル講座で
勉強中です。お手紙は女性限定でお待ちしております。

ミントミットミッツさん
信濃通り 26番地 2019年1月15日まで

女性
40代

猫動画をみること

主婦です。昔を思い出して文通してみたいと思います。

むらさきさん
なにわ通り 74番地 2019年7月15日まで

女性
30代

食べる事、着物、ＴＶ鑑賞、ガールズチャンネル、
CHEMISTRY

文友のみなさん、いつもありがとうございます。専業主婦で2歳
と0歳の子供がいます。人間関係を作るのが苦手で話下手ですが、
手紙を通じて知見を広げるためにいろんな方とお話ししてみたいで
す。2人育児に慣れていないのでゆったりペースになりますが、必
ず返信します。字は下手ですがよろしくお願いいたします。

市電さん
しゃちほこ通り 71番地 2019年1月31日まで

男性
60代

いろんな人との会話、旅行、文通、コンサート、ド
ライブ、散歩

若い時は自然が大好きで5月の連休や有休を利用して北海道から
鹿児島迄電車(普通､急行､特急､新幹線)を利用して各地の観光地を
見て回りました｡今の一番の楽しみは家族との会話､会社の同僚と
の会話そして教会での兄弟姉妹との会話､それぞれが楽しみです｡
そして書くことも好きです｡仕事が忙しくなったので皆さんに迷惑を
かけているかも知れません｡お許し下さい｡今の夢は事情が許すな
らお会いして話しをし､聞くことが一番の楽しみです｡

竜次さん
阿波の国通り 6番地 2019年1月31日まで

男性
60代

フルート、歴史、城、美術館巡り、散歩、落語

様々な地域や年代の方と温かな手書き文字を通しお話が
してみたいと思います。よろしくお願いします。
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ケンタさん
お江戸通り 167番地 2018年12月31日まで

男性
40代

読書、本屋＆雑貨店巡り、散歩、観月

本と雑貨に関する仕事をしています。美味しいコーヒー
とパン、読みかけの本は至福の3点セットです。日々の
出来事など色々とお話しできたら嬉しく思います。

ゆりさん
いよかん通り 16番地 2018年9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♪

ふたばさん
相模通り 43番地 2019年7月31日まで

女性
40代

お花のお世話、読書

いつもお手紙をくださる皆様ありがとうございます。文
通村からお手紙の届く日は、ポストを開けるのが楽しみ
です。これからも皆様と楽しくお喋りできれば嬉しいで
す。

まめごはんさん
どんたく通り 58番地 2019年6月15日まで

女性
30代

読書（マンガ含）、ドラマ、アニメ、落語鑑賞、
散歩、山歩き、乙女ゲーム

いつもやりとりしてくださってる文友さん､ありがとうございます｡2
才4才の男児を子育て中の専業主婦で｡国内･海外･実写･活字･ｼﾞｬﾝﾙ
(ｸﾞﾛ除く)問わずおもしろい話を見たり聞いたりするのが好きです｡
地域独特の風習や言葉にも興味があります｡夏限定でゆるくｱｳﾄﾄﾞｱ
活動します｡趣味の話に限らず､おすすめの作品を紹介しあったり､
日常のささいなことなど色々お話ししたいです｡のんびりﾍﾟｰｽでOK
な方､少しでも話したいと思ってくださる方､是非お手紙ください｡ﾎﾟ
ｽﾄｶｰﾄﾞでのやりとりも歓迎です!もなかさん

加賀の国通り 15番地 2019年1月15日まで

女性
50代

読書、ガーデニング、アロマテラピー

日々の暮らしに文通がすっかり馴染んで来ました。彩り
豊かになった文通のある生活をこれからも続けて行きた
いと思います。よろしくお願い致します。

たえみさん
お江戸通り 194番地 2018年10月31日まで

女性
40代

手紙、プロ野球、手芸

手紙・猫・プロ野球が大好きです。変わった事が特にな
い毎日を過ごしていますが、そんな毎日の中のちょっと
した出来事など気軽にお話しが出来たら嬉しいです。

のりさん
上州三山通り 24番地 2018年10月15日まで

女性
30代

手紙を書く、レターセット集め、国内旅行、掃除

はじめまして。お手紙を書くのが好きで友達と送り合っ
た時期があり、なつかしく入会させて頂きました。旅行
も好きなので、色々な地域の方と交流できたらいいなと
思っています。よろしくお願い致します。

ピーピン草さん
なにわ通り 123番地 2019年1月31日まで

女性
80代

読み書きすること

高齢で何事にも億劫、視力も衰え、お返事が頂けるよ
うなお手紙が書けますかどうか、お試し会員に入れて頂
きます。年寄りの愚痴も聞いて下さい。

あわさんさん
六甲通り 90番地 2019年1月31日まで

女性
40代

絵を描くこと、神社巡り

中学生の息子の母です。私は今まで、文通生活を送ら
せていただいて幸せです。手紙のお返事は出来るだけ
お願いします。ショッピングも好きです。

4月の羊さん
彩の国通り 121番地 2019年1月31日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、一人旅、御朱印集め、刀剣乱舞、

文通村に入って早一年、手紙のあたたかさを日々感じています。
相変わらず一人旅をし、映画を観て、読書をしています。旅先で
の御朱印集めや文房具集めも楽しいです。その他に料理やとうら
ぶ、ダイエットと気ままに過ごしつつ、文通村の皆様の街に想いを
馳せる毎日です。



第208号 2018年6月30日
9　　

むらくもさん
なにわ通り 142番地 2018年10月15日まで

男性
40代

アニメ・ゲーム

文通は初めてです。完全なインドア人間です。アニメやゲームは
最近のものはあまり知りませんが、スーパーロボット大戦や銀河英
雄伝説が好きです。ドラクエ１１が出るのでＰＳ４を買いました。
あと競技クイズや歴史（戦国・幕末）も好きです。また、最近将
棋も始めました。どれかに興味を持たれたら、お手紙ください。よ
ろしくお願いします。

さなさん
信濃通り 44番地 2018年10月31日まで

女性
40代

読書、かぎ針編み、文房具集め、手帳

手紙を書くことが好きで、子供の頃から文通をしています。 結婚し
ていないので わりと自由な時間がありますが、仕事以外はゆっく
り家で過ごすことが多いです。 性格は、のんびりおっとりしてい
て"天然"とも言われます...。 男性も女性も どちらの方でも嬉しい
です。

ゆーさん
どさんこ通り 106番地 2018年9月15日まで

女性
30代

文通、読書（活字もマンガも）、そば屋めぐり、
裁縫、猫とモフること、

この度、また更新をさせていただきました。文通村でつながった
方々と楽しく文通するのが楽しみです。反抗期の中3の長男と脳障
がいのある中1の次男と4匹の猫と暮らしています。ゆるゆるとマイ
ペースなやりとり希望です。ポストカードでの文通もいいですね。

にゃろめさん
彩の国通り 133番地 2018年12月31日まで

女性
20代

買い物、映画鑑賞、ゲーム、文通、postcrossing

海外、国内の方とお手紙のやりとりをするのがすきです。最近で
は、使用済み切手もコレクションしてます！旅行、ショッピング、
水族館巡り、美味しいものを食べたりするのが好きです。※9月に
引っ越しまして、お手紙をまとめてしまい返信をスムーズにできな
い状態です。お返事来てないな…というかた是非一通お知らせい
ただけませんでしょうか？すぐにお返事いたします。

みかさん
どさんこ通り 109番地 2019年1月15日まで

女性
50代

文通...になりたい！

手紙を書くのも読むのも大好き！ただ字を綺麗に書くの
が苦手。致命的です(泣) せめて丁寧に！を心掛けて書
き始めるも、気が付けば雑な字に...こんな私に共感して
いただける方がいらしたら嬉しいです。

かりんさん
常陸の国通り 46番地 2018年12月31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。

ムクネルさん
お江戸通り 280番地 2019年7月15日まで

女性
40代

舞台鑑賞、美術館、読書、文房具、歴史を少し

綺麗な物や楽しい物見てリフレッシュしています。興味が湧くと何
でも見に行きますが、どちらかというと劇場や美術館の空間や、
前後に何を食べようか考えることが好きかもしれません。 のんび
りと、日常のお話などできたら嬉しいです。

かりんさん
相模ハマっ子通り 70番地 2019年1月31日まで

女性
40代

JAZZ(イージーなもの)を聴きながら家事をやる。ギター、音
楽、写真、カメラ、空を見ること

アラフィフの女性です。ゆっくり音楽を聴きながら、リラックスする
のが好きです。幼少の頃から、空を見るのが好きで、空を被写体
によく写真を撮ります。ギターは高一の頃からやっていて、今では
趣味ですがボチボチ始めました。ウォーキング、散歩、コーヒー、
買い物も好きです。色々な方と話をしてみたいです。宜しくお願い
します。

きりももさん
ピーナッツ通り 148番地 2018年9月30日まで

女性
30代

旅行、神社仏閣城巡り、歴史(戦国)、水族館、創作活動、
ロックバンドのライブに行く事

旅行先ではライブを見たり、神社や寺、城を見学して写真を撮っ
ています。訪れた町での食事やお酒は最高。歴史にはまり中。海
外や水族館も好きです。在宅時は小説やシナリオを書いた
り、TV(ドラマ、お笑い)を見ています。最近はスクラップブッキン
グに興味があります。自分の知らない世界を知りたく、皆さんと趣
味や日常の話を沢山したいです。

じょんさん
相模ハマっ子通り 84番地 2019年6月15日まで

女性
20代

温泉、寺社巡り、御朱印集め、漫画、お絵描き、音楽、ス
ポーツ、ジャニーズ、刀剣乱舞、アニメ

はじめまして！手紙が昔から好きだったので興味があって登録しま
した。学生時代から日本史が好きなので寺社巡りや史跡巡りをし
たりしています。アニメや漫画が好きで、たまに絵を描いて楽しん
でます。音楽はバンド系やV6をよく聞いてます。普段は医療系の
お仕事をしていています。自分の知らない世界を見たいので性別
関係なく、様々な世代の方と交流が出来たら嬉しいです。
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すみれさん
六甲通り 116番地 2018年12月31日まで

女性
30代

旅行、漫画、美容、食べること、お菓子作り、公
園めぐり、カフェ、雑貨、ファッション

はじめまして(^-^)何気ない事をいろんな年代の方とお話出来たら
と思っています。 子育て中ですが、少しだけ時間がとれる様になっ
たので文通をしてみたいと思い入村しました。宜しくお願いします。
趣味の合う方そうでない方でもいろいろな世界を知ってみたいと思っ
ています。楽しく時には悩みも相談できる様になっていけたら嬉し
いです。

まりもさん
土佐の国通り 8番地 2018年9月30日まで

女性
50代

編み物

気がつけば50代…。子育て、仕事、趣味とまだまだやりたい事だ
らけでバタバタな毎日を送っています。毎日を楽しく笑って過ごし
て行きたいです。久しぶりに切手を買い 小学生の頃文通をしてい
た事を思い出し懐かしくなりました。 よろしくお願いします。

らんさん
相模ハマっ子通り 90番地 2019年1月15日まで

女性
50代

旅行　演劇　嵐のLIVE　美味しいものを探すこと。

初めまして。文通って、中学生のころいらいなので、なつかしくお
もっていました。 年齢に関係なく、いろいろな方と文通ができたら
楽しいと思っています。最近は、嵐のLIVEが当選する事
にDOKIDOKIしています。11月は、バンコクに、旅行に行きます。
どちらも、楽しみです。

はるくまさん
どさんこ通り 119番地 2019年1月15日まで

女性
40代

手芸、ゲーム、アニメ、ドラマ、プラモ、シール
＆レタセ集め、ドール

はじめまして。お手紙でほっこりしたつながりができる
と嬉しいです。

ほんわかパパさん
阿波の国通り 12番地 2018年10月15日まで

女性
20代

ペット、色鉛筆画、写真撮影

アラサーです。小説を書いたり、CM・短編映画の脚本原案を書い
たりするのが仕事。動物が好きで、アルビノのハリネズミと年老
いたトイプードルを飼っています。最近、SONY DSC RX-100という
コンデジを手に入れ、本格的な写真撮影の勉強を始めました！

ラビオリ(フィレンツェ)さん
なにわ通り 171番地 2019年1月31日まで

女性
50代

料理。イタリアの絵本やカメオのコレクション。

私は若い頃にイタリア留学しました。今は懐かしくて月に一度はイ
タリア語教室やイタリアやフランスの家庭料理を習っています。特
にカメオは大好きでコレクションしています。私は本当は犬党なん
ですがご縁があり三人娘(猫)と暮らしています。女性との文通を希
望します。

コギヒメさん
とちおとめ通り 44番地 2019年1月31日まで

女性
30代

マステ シール コラージュ 文房具 紙もの 雑貨屋 文
具店巡り シャチ

万年筆で手紙を書くのが楽しくて毎日充実しています！ほぼ日手帳
やトラベラーズノートに日記を書いたり、コラージュしたりしてます。
やりとりしてる文友さんとたくさんお話出来てうれしいです(^^)届
くのが毎回楽しみです！同世代の方や同じ趣味の方、新規の方か
らも待ってます。のんびりペースでやりとりしましょう！

ひろきさん
お江戸通り 350番地 2018年12月15日まで

男性
20代

読書、映画鑑賞、ウェイトトレーニング、サウナ、
一人飲み

IT系に勤める都内在住のサラリーマンです。 出身は北海
道です。 どうぞよろしくおねがいします。

みのんさん
越後通り 40番地 2018年9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。

あいにゃさん
お江戸通り 358番地 2019年7月15日まで

女性
30代

猫を愛でる、読書（小説や漫画好きです）、文具
収集、料理・グルメ・お取り寄せ

集めるだけでなかなか使えないレターセットを使いたくなり、入会
いたしました。 車イスを使用しており、実際にはできないこと、行
けないところがたくさんですが、文通を通じて、素敵なことを疑似
体験できれば嬉しいです。 飼い猫や好きな本の話、美味しいもの
等、日常のちょっとした話題が多いと思います。 香りの強いお手紙
はご遠慮ください。 よろしくお願いいたします。
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未優さん
相模ハマっ子通り 118番地 2019年7月15日まで

女性
20代

カラオケ、ウクレレ、ピアノ、ラジオ、最近ハーモ
ニカ始めました

最近転職し、自分だけの時間がかなり増えたため、文通始めまし
た。字を書くことが好きで、日記は小学校5年生から細く長く続け
ております。共通の趣味を共有したい！というより、お互いに旬の
トピックスを書きあい、発見し、ツッコミあえるような、素敵なや
り取りが出来たらなと思います。年齢は全く問いませんが、女性限
定でお願いします。

かりんさん
出雲通り 11番地 2019年7月15日まで

女性
20代

読書(ミステリー、ホラー)、文房具集め、旅行、漫
画、学ぶこと

子育てしながら看護師をしています。1人が好きだけど、
人と話すことで自分の考えや気持ちが頭と心にすっと納
まる感覚が好きです。あなたの話を色々聞かせてくださ
い。

ありすさん
きりたんぽ通り 18番地 2019年7月15日まで

女性
40代

自宅カフェ、お菓子、ゲーム、アニメ、音楽鑑賞、温泉、
旅行、ペット、健康、読書、野菜作り

独身で実家暮らし。好きな仕事をして毎日楽しく過ごしてます。コー
ヒー、紅茶を飲みお菓子を食べながら趣味を楽しむのが幸せ。休
日は温泉に行き、その後はもぐもぐタイム。体と心のバランスをと
りながら毎日を過ごしてます。

みゆさん
伊勢通り 29番地 2019年7月15日まで

女性
30代

文通、マステやシールなど文具集め、カフェ巡り、野球観戦
（中日ファン）、読書、ショッピング、

3歳の娘がいます。そして、年末に家族がもう1人増えます♪慌た
だしたい毎日ですが、かわいい文具を見つけたり、お手紙を書い
ている時間がとっても幸せです。共通の趣味がある方、子育て中
のママさん仲良くしてください。かわいいお手紙、長文お手紙嬉し
いです！

めいさん
相模ハマっ子通り 122番地 2019年7月15日まで

女性
30代

ディズニー、ミュージカル、可愛いもの・良い匂い集め、ぬ
い撮り、アニメ、紅茶、仕事　

お手紙が楽しくて更新しました(・∀・) 独身でバリバリ仕事していま
す。 ディズニーによく行きます。ダッフィーのお友達やプリンセス
が好きです。 可愛いものに目がなく、マステやレターセットなども
集めていたらすごい数に…。素敵な文通友達さんに出会い使って
いきたいです♪共通の趣味がある方も、そうでない方も。宜しくお
願い致します。

星の子びっちゃんさん
土佐の国通り 13番地 2018年10月15日まで

女性
50代

読書、手紙を書くこと、雑貨、おしゃれな人ウォッ
チング

初の更新です。ポストをあけるのがすごく楽しみになっています。
熱中するものがなかなか見つからず、いろんなお話できるとうれ
しいです。すごく簡単なレシピ、（料理、おかし、DIY）などあれ
ば教えて下さい。よろしくお願いします。

こなつさん
杜の都通り 61番地 2018年10月15日まで

女性
20代

写真、音楽鑑賞、北欧雑貨、カフェ、散歩

はじめまして。20代社会人です。東北の田舎でのんびりと暮らし
ています。去年の秋にカメラ（一眼レフ）を購入して、休日に写
真を撮っています。書くことが好きなので、のんびりとまったりと
文通を続けたいと思っています。よろしくお願いします。

マーシャースキさん
ピーナッツ通り 173番地 2019年7月15日まで

女性
50代

ガーデニング、手芸、猫、お茶、散歩、コスメ集
め、ネイル、仏像めぐり

元関西人。阪神タイガースと吉本で育ちました。それが何故か上
京してすっかり関東の人間になってしまいました。いまだに甘い卵
焼きは苦手ですが。ネコ三匹とワンコ一匹と田舎暮らし半分リタイ
アして畑とガーデニングしたりお菓子焼いたり手作りアロマコスメ
作ったり手芸。海にドライブも好きです。音楽は洋楽派です。年
齢性別問いません。普段繋がらない人達とのやりとり楽しみにして
います。

ヤッコサンさん
六甲通り 126番地 2018年10月15日まで

女性
50代

ドライブ、パン作り

文通村に入会して、おためし期間も終り再度申し込みました。入
会して何人かの方と文通していただけ、うれしく思っています。又、
これから新しい方の文通を通して、仲良くしていただける人に出会
えたらと、楽しみにしています。

アナベルさん
彩の国通り 169番地 2019年7月15日まで

女性
70代

読書、ドライブ、ショッピング

現役です。小さな会社を経営しています。お手紙を書く
のが好きなので、女性、男性、年令不問、楽しい会話
が出来たら素敵だと思います。宜しくお願い致します。
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葉流さん
相模ハマっ子通り 125番地 2019年7月15日まで

女性
40代

読書、観葉植物、歴史（日本史）、時代劇

初更新です。いつもお手紙下さる皆様ありがとうございます。こ
の場をお借りして伝えておおきたい事があります。私は気分障害
という精神障害者です。この事を知っても受け入れて下さる方、
そしてこれから御縁のある方。皆様よろしくお願い致します。

きりさん
越後通り 41番地 2019年1月15日まで

女性
30代

アニメ、マンガ、ボウリング、ゲーム、電車に乗る
こと、カラオケ、スポーツ観戦

お手紙を通じて、色々な世間話などお話が出来ればと思
います。男女不問です。

雪さん
どさんこ通り 135番地 2019年7月31日まで

女性
40代

音楽・映画鑑賞、美術館めぐり、旅行

人、犬、猫一匹ずつと暮らしています。日々の小さな出
来事を季節の移り変わりに合わせて共有していただけた
ら嬉しいです。年代、性別問いませんのでよろしくお願
いいたします。

ちょこさん
桜島通り 22番地 2019年1月31日まで

女性
30代

温泉、懸賞、文通、クラシック、吹奏楽、御朱印、
マステ、紅茶、お菓子、パン、

はじめまして。九州在住、既婚、一児の働くママしてます。小学
生の頃からお手紙が好きです！ 1人でゆっくり美味しい紅茶を飲み
ながら、お菓子をたべながら、、お手紙を書くのが至福のひととき
です(笑) 最近、朝活も始めました！前向きでアクティブな方だと思
います！ 趣味が一つでも合うかたがいらっしゃれば、ぜひ文通し
たいです^ ^

かんらんさん
どさんこ通り 136番地 2019年7月31日まで

女性
30代

文房具集め（万年筆、インク、マステなど）、たまに映画、
スポーツ観戦（野球、バスケ）

初めまして、30代医療職です。多忙で家と職場の往復の日々…人
脈を広げたいけれどなにぶん人見知りで。いろいろな年代の方と
お話してみたいです。スローペースでもお付き合いいただける方
がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。 GWに立体プラ
バン遊びに手を出してみました。なかなか奥が深いです…

ちいさん
かぼす通り 20番地 2018年12月31日まで

女性
20代

映画鑑賞

ぽかぽかの春がやってきましたね。 なにか新しいことを始めてみ
たくなる時期です！笑 上手に話すのが苦手ですが、それでもいい
よーという方お待ちしています。たわいもない話でほっこりできた
らなと思います^ ^

けいさん
しゃちほこ通り 145番地 2018年9月30日まで

女性
30代

花を飾ること／文房具／散策／読書／作ること／音楽鑑賞／
本屋、花屋、ホームセンター巡り

0歳の男の子を子育て中、30代の新米母です。 毎日バタバタであ
まり自分の時間がとれないでいますが、少しでも落ち着いた時間
を過ごしたいなと思って文通村を始めることにしました。老若男女
問わず、色んなお話がしたいな、と思っています。よろしくお願い
します。

こびとのくつやさん
火の国通り 23番地 2018年12月31日まで

女性
30代

旅行　“世界ふれあい街あるき”　美術館　ピラティ
ス　アロマ　旬を楽しむ　映画

昨年初めてヨーロッパ(プラハ、ウィーン、ブタペスト)行って、旅
の面白さに目覚めました。国内外問わず、旅好きな方、ヨーロッ
パに興味ある方、また日々の暮らしの出来事など、マイペースに
やりとりしたいです。ポストカードも大歓迎♪

風雅さん
かすていら通り 23番地 2018年9月30日まで

女性
40代

読書、音楽（楽器演奏・鑑賞）、花、英語TOEIC
他、俳句、美術館

村人の更新します。愛犬（ﾖｰｸｼｬﾃﾘｱ）と暮らしています。文友さ
んは、幅広く希望します。既婚ですが、ＰＴＡ／子育ては話題が
ありませんのでご配慮下さい。心温まるやりとりができると嬉しい
です。有田焼が好きです。小さい時、ディズニーが好きだった人
（私はグッズより、ストーリーや世界観を重視）もお話しが合いそ
うです。どうぞ、よろしくおねがいします。

蛍さん
とちおとめ通り 51番地 2018年12月31日まで

女性
30代

マンガ 鉱物 美味しいもの 温泉 文房具 コスメ

文通初心者です。 好きなものは、マンガ(ジャンル問わず)やコス
メ、文房具です。漫画だと今は3月のライオンの続きが楽しみでしょ
うがないです。 文房具はレターセットやシールなどついつい集め
てしまいます。最近万年筆デビューしたので、書くことにもワクワ
クします。 様々な世代の方の価値観やお話を聞きたいです。
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ぶんぶんさん
どんたく通り 111番地 2018年9月30日まで

女性
20代

読書・絵を描く・音楽を聴く・考えること・80's～90's
カルチャー

初の更新です。お手紙ありがとうございます！読書は文学・絵本・
エッセイ・哲学など色々。80's～90'sカルチャー大好きです(ファン
シーグッズ、漫画、アニメ、テクノ系、中森明菜、あぶない刑事、
車、デザイン…等)よろしくお願い致します！

きららさん
相模ハマっ子通り 147番地 2019年7月15日まで

女性
30代

映画、買物、文通、紅茶、インテリア、猫、カフェ、お酒、
雑貨、昼寝、英語の勉強、ニュース番組

育児をしながら会社と家の往復で毎日があっという間でしたが、子
供もだんだん手が離れ自分の時間が持てるようになり、大好きだっ
た文通をまた始めたいと思い登録しました。 年代や環境、趣味な
ど共通がある方はもちろん、全く共通がない方ともやりとりしたい
です。 日常の事、グチ、楽しかった事、手紙で楽しくやりとりしま
せんか？ いつでもお手紙お待ちしています。

こうママさん
火の国通り 24番地 2019年7月15日まで

女性
30代

ドライブ、美味しいものを食べること、音楽鑑賞、うさぎと
遊ぶこと、ゲーム、おしゃべり

はじめまして！小5の息子がいる専業主婦です。文通が好きで国
内外問わず文通をしていましたが、仕事が忙しくなり長い間お休み
していました。妊活に専念するために仕事を辞めて、少し時間も
できたので、似たような趣味の方と手紙を通じてノンビリペースで
お話ができたら嬉しいです。申し訳ありませんが、女性の方限定
でお願いします。

まめねこさん
彩の国通り 185番地 2019年1月15日まで

女性
40代

海外ドラマ観賞、かわいいもの収集、ドライブ、
音楽鑑賞

子供の頃、少女雑誌に文通の欄がありよく投稿していま
した。 とても懐かしく思いました。 子供の頃のように楽
しく文通したいです。 頭の中は子供の私ですがよろしく
お願いします！

さなさん
彩の国通り 186番地 2019年1月31日まで

女性
60代

フルート、ピアノ、テニス、短歌、御朱印集め、
音楽鑑賞

音楽が大好きです。文字を読むのも書くのも大好きです。
今できる事を頑張って楽しんで日々を過ごしていきたい
と思っています。

デイジーさん
彩の国通り 187番地 2019年1月31日まで

女性
50代

映画、ディズニー、手芸(ハワイアンキルト＆テディ
ベア)、洋楽、ライブ、旅行

初めまして。 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。

ゆうたろうさん
彩の国通り 189番地 2019年1月15日まで

男性
50代

自転車ロードバイク、スケッチ、アコースティック
ギター、カラオケ、読書、カフェ巡り

休日の晴れた日はロードバイクで出かけ、雨の時は読書か、スケッ
チ。年に一度は大学生の長男とライブにJ-POPを僕がアコースティッ
クギターでツインボーカルで参加します。ソフトボールのピッチャー
をやる高校生の長女とキャッチボールも月に何回か相手してもらい
ます。心穏やかに文通できたらと思います。

はるひさん
相模ハマっ子通り 153番地 2019年1月15日まで

女性
50代

ロマンス小説読む（主にヒストリカル）・美術芸術舞台鑑賞・
歌う・旅行・雑貨、文具巡り

趣味書き足し：人形好・写真・花見・たま～に絵・裁縫・物書き// 現
在専業主婦です☆会社勤務+アルバイトを多数経験。現実を見据
えつつ趣味は夢多き乙女（？）文通していますが、ロマンス小説
や音楽等の好きな方ともお話し出来たらと思い参加を決めました♪
勿論「趣味」に書いた話題も大歓迎です！まったり楽しく会話が出
来たらと思います^^　女性文友希望です＊＊

るるどさん
琵琶湖通り 21番地 2019年1月15日まで

女性
50代

茶道、読書、コンサート、2時間ドラマ

久しぶりに文通をしてみたくなりました。仕事を辞めた
のでゆったりと文章を書いたりしたいです。

コウさん
さぬき通り 23番地 2018年10月15日まで

男性
40代

読書　映画　漫画　ドラマ　音楽　サッカー　神
社仏閣巡り

こんにちは、はじめまして！ 代わり映えのない毎日に変化を加え
てみたくて申し込んでみました。 文通初めてです。 気楽に自分の
言葉を伝える相手がいて、それがお互いの楽しみにつながれば嬉
しいです。 些細な日常、愚痴、何でもいいです＾＾ どうぞよろし
くお願いします！
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むうさん
なにわ通り 205番地 2019年7月15日まで

女性
50代

読書(絵本含む)/舞台鑑賞/手芸/ウォーキング

こんにちは(^-^)素敵なレターセットやポストカードを見かけると誰
かにお手紙を書きたくなります。主人、実母と3人の子どもの6人
家族。日常の何気ない事や知らない事、趣味の話などをいろんな
方とできたらうれしいです。

さくらこさん
さぬき通り 24番地 2019年1月15日まで

女性
50代

編み物　刺繍　ガーデニング　絵手紙　バイオリ
ン

お試し期間があっという間に終わりました。思いがけず
沢山の方と文通ができて、幸せな気持ちでいっぱいです。
これからも色々な方と楽しく文通できたらと思っています。
よろしくお願いします！

なかのほたるさん
ピーナッツ通り 191番地 2019年1月15日まで

女性
40代

読書、音楽鑑賞、ドライブ、カラオケ、コーヒー、晩酌、
（以前は）登山、ウクレレなど。

40代、小学生の子供が2人いる主婦です。 2年前に引っ越しをして
から家にこもりがちで、新しい出会いを求めて、文通村に登録しま
した。 まだ携帯もない頃、友達と文通していたなぁと懐かしく思い
出して、もう一度、文通をしてみたくなりました。 LINEのような
やりとりが苦手で、一人一人と少しずつ交流を深めていけたらいい
なと思っています。よろしくお願いします。

さぬーぴーさん
平城京通り 39番地 2019年1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？

マリリンさん
ピーナッツ通り 193番地 2018年10月15日まで

女性
40代

文通、イラスト、写真、手芸、ウォーキング、読書、
絵手紙

文通、写真、バードウォッチング、手芸、ディズニーに
関心ある方、文通して下さい。沢山のアクセス待ってま
す。

しその葉さん
なにわ通り 206番地 2018年10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。

みどりさん
彩の国通り 197番地 2019年1月31日まで

女性
40代

読書、ラジオ、相撲観戦、ナンクロ、美容、手芸、
マンガ

二人の男の子の育児に奮闘中の主婦、初めての更新です。お手紙
を待つ時間、書く時間、読む時間が新鮮で、わくわくドキドキ楽し
いです。お手紙を通じて自分の引き出しを増やしたいなと思ってい
ます。これからも文友さんとの交流を楽しみたいです。宜しくお願
いします！

おもち。さん
茶畑通り 93番地 2019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。 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
している者です。 三ヶ月のお試しの中でとても有意義な時間をみ
なさんに頂きました。もっとたくさんお話したい！との思いから更
新しました！ これからも、よろしくお願いします！

まねき猫さん
出雲通り 12番地 2019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

文通村での優しい方々から頂くお手紙にいつも癒されて初めての
更新をしました★お手紙を通して是非！仲良くしてください(^^)便
箋はキャラクターが多いですが相手の方の好きなものを想像して
便箋をコラージュするのも好きです(*^^*)よろしくお願いいたしま
すm(__)m


