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ここでは新規入村者情報を掲載して
います。更新者情報はホームページ
上に掲載、または会員様ページへロ
グインすると「更新期限付きの村人検
索」や「ふみ友リスト」をご利用いた
だけます。
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さくらいろさん
古都みやび通り 21番地 2018年12月15日まで

女性
30代

旅行、映画鑑賞、カフェ巡り

以前にも入会させて頂いたことがあり、また始文通を始めたいと思
い再度入会させて頂くくとになりました。旅行や映画鑑賞が好きで
す。仕事の関係でお返事が遅くなることもあるかと思いますが、必
ずお返事させて頂きますのでよろしくお願いします。性別、年齢は
問いません！

よもぎ餅さん
杜の都通り 54番地 2018年12月15日まで

女性
30代

イラスト、アート、画材、ゲーム、映画鑑賞、園
芸、漫画アニメ、美容

多忙のためお休みしていましたがまた戻ってきました。
お返事は全て返したつもりですが、出したのに来てない
という方、お知らせください。 恋バナまたはイラスト交
換など出来れば嬉しいです。

ゆなぴさん
日向の国通り 16番地 2018年12月15日まで

女性
20代

あにめ、マンガ、紙モノ集め、料理、収納、恋愛
ドラマ

シングルマザーで娘と二人暮らししてます。アニメや少
女漫画が大好きで、ドラマや映画も恋愛ものが大好きで
す♡年を重ねてもときめきた～い。若手俳優も好きなの
で、好きな物当てはまる方と盛り上がりたいです！

みゆみゆさん
土佐の国通り 15番地 2019年3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、けしごむはんこ、カフェ巡り

２歳の子供(娘)が１人、妊娠中(予定日10月)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。

オヤスさん
彩の国通り 209番地 2018年12月15日まで

男性
40代

読書 ランニング 投資etc

この歳になって狭い世界で生きていた事に気づき 今はもっ
と視野を広くと思い あちこち飛び回ってます。w 一緒に
食事や旅行 映画 呑みなど 出来る人はお手紙くださ
い。w

aikaさん
なにわ通り 237番地 2019年3月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、ドラマ、ダンス

地元を離れ一人暮らしをしております。生活、仕事、人間関係や
恋愛さまざまな悩みなど顔見知りの相手とは話さないことをお話し
たいです。また、趣味が合う人だけではなく自分の知らない世界
も教えていただきたく思います。ぜひ文通をお願いします(^^)

まりりんさん
お江戸通り 471番地 2019年3月15日まで

女性
20代

アニメ､声優､ライブ(ラックライフ)､ステッカー､文
房具､マステ

最近かわいいレターセットを購入し､手紙を書いてみたく
なりました。 旅行､カメラ､手帳､ガラスペンに興味があ
ります!! 趣味が合った方はぜひよろしくお願いします(*˙︶
˙*)ﾉﾞ

みはるさん
お江戸通り 473番地 2019年3月15日まで

女性
20代

紙もの集め、刺し子、ラジオ、読書、日記、料理

レターセットやポストカードを集めること、手紙を書くことが好きな
ので登録しました。夜にラジオを聴きながら、日記を書いたり刺し
子をしたりしています。性別年齢問わず、のんびり文通ができた
らと思います。どうぞよろしくお願いします。
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たんたんさん
お江戸通り 474番地 2018年12月15日まで

女性
30代

美少女ゲーム、音楽(ロック・インスト)、食べ歩き、
お酒、民謡・津軽三味線

手書きの暖かいやり取りができればと思い登録しました。 三度の
飯より音楽好き。最近はフェスにも行ってみたい…と思っておりま
すがなかなか音楽好きの知り合いもおらず寂しい毎日です。 お酒
も食べることも好きで、あちこち足しげく通っては幸せを感じてお
ります。 好奇心旺盛なので、自分の趣味以外の知らないことも、
文通をとおして色々知れたら嬉しいです。

はりねずみさん
なにわ通り 238番地 2018年12月15日まで

女性
50代

旅行、寺社巡り

休日には旅行に出かけたり、お寺や神社を訪ねたりして
います。自然が大好きなので、風景を見に出かけたりも
します。よろしくお願いします。

すずらんさん
相模ハマっ子通り 191番地 2018年12月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞、ミュージカル観賞、読書、洋裁、コー
ヒー・紅茶、文房具

はじめまして。お手紙が大好きです。日々のことや趣味のことなど、
のんびりとやりとり出来たら嬉しいです。音楽は、映画やミュージ
カルのサウンドトラックをよく聴きます。本は「赤毛のアン」が好き
です。洋裁は初心者ですが、色々と縫っています。お手紙を楽し
みにお待ちしています。

あーやさん
なにわ通り 239番地 2018年12月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、音楽鑑賞、ダンス、歴史、美術館めぐ
り、色々と考えること

小学生のときに友人や祖父と手紙のやり取りをしていました。最近、
手紙を無性に書きたくなりました。楽しいことも、まじめなことも
綴ってみたいです。映画、音楽(特に洋楽)、歴史、海外に関する
話題が好きですが、自分が知らないことを知るのが何よりも好き
です。ぜひお手紙でやりとりしましょう。お待ちしてます。

やう子さん
ピーナッツ通り 214番地 2018年12月15日まで

女性
30代

カフェ巡り、パン屋さん巡り、神社仏閣巡り、御朱
印集め、歌舞伎観劇、読書

最近読んだ小説が手紙にまつわるお話だったので、久しぶりに手
紙を書きたくなり、文通村の存在を知りました。 かわいいレタセ
やマステを見つけると、テンション上がっちゃいます！！ 日本各地
の美味しいものや素敵な神社仏閣など教えていただけたら嬉しい
です。 よろしくお願いいたします。

おさかなさん
土佐の国通り 20番地 2018年12月15日まで

女性
20代

読書、旅行、カフェ、音楽鑑賞

23歳の大学生です❁︎春から社会人になります。 色々な
方とお手紙を通して ゆっくりお話しできたらいいなと思
います◎ よろしくお願いします！

わかめさん
なにわ通り 240番地 2018年12月15日まで

女性
50代

ショッピング 映画鑑賞、ケーキ

はじめまして。日々仕事に追われる毎日ですが、誰かと
手紙で趣味の話しなど色々出来たら嬉しいです！韓流ド
ラマも大好きです！

でんちーさん
常陸の国通り 16番地 2019年9月15日まで

女性
30代

旅行、読書、風景印、切手

再入村です。 旅先で風景印を集めています。読書は日本の小説を
読むことが多いです。子供の読み聞かせで絵本もよく読みます。
お手紙で旅行のこと、本のことなどお話できれば嬉しいです。 子
供が小さいため返事がおそくなります。 ※女性限定でお願いしま
す。

あめさん
かすていら通り 27番地 2018年12月15日まで

女性
30代

料理、植物を育てることなど。最近はヨガと筋トレ
をがんばろうと思っています。

はじめまして。文通という響きが懐かしくてチャレンジしてみたく
なった、あめといいます。 最近特に心にゆとりや優しさを持ちたい
なと考えていて、お手紙を通して穏やかな時間を共有できたら嬉
しく思います。 どうぞよろしくお願いします。

はちべえさん
どさんこ通り 165番地 2019年3月15日まで

男性
50代

写真撮影、ドライブ、アマチュア無線、読書、音
楽鑑賞

来年還暦、とりあえず５０代です。独身。写真撮影はかれこれ
４０年くらい続けている趣味ですがムラっ気があります。読書、音
楽鑑賞も偏りがあります。字が下手ですが、「書く」ことは好きで
す。いつになるかはわかりませんが、リタイヤ後は１ボックス車に
カメラと無線機を積んで全国行脚をするのが夢です。よろしくお願
いします。
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りくたんさん
とちおとめ通り 62番地 2019年3月15日まで

女性
20代

映画、DVD鑑賞、神社巡り、自然、ドライブ、アロマ、ハー
ブティー、紅茶、メルカリ、切手収集

夫と2人暮らしの会社員です。 きっかけがあると何にでも興味を持
ちます。いろんな地域、年代の方とお話しして、趣味のことなどを
教えていただきたいなと思っています。 形式はレタセ、ポストカー
ド、一筆箋なんでもOKです。

ひなひなさん
なにわ通り 241番地 2018年12月15日まで

女性
30代

ラジオ、ドライブ、旅行、カラオケ、ドライブ、料
理、ショッピング

主婦で34歳です。 ﾛﾝﾚﾀ派ですので、同じような方と沢
山語りたいです。

ふんわりさん
伊勢通り 43番地 2019年3月15日まで

女性
40代

読書　ヨガ

10代の頃、文通をしてて、またしたいな～と思い このサイトを見
つけ、入村しました。 一人っ子の男子の親です。大学生になり一
人暮らしになり、夫二人暮らしです。 日々の楽しいこと、愚痴、
色々お話できればなと思います。 女性の方、希望です。よろしく
お願いします。

ころうるさん
しゃちほこ通り 171番地 2019年3月15日まで

女性
40代

食べること、郷土料理・漬物・保存食、温泉、水巡り、絵葉
書集め、博物館見学、工場見学

＊女性の方のみ文通希望です。ご容赦いただければ幸いです＊ 初
めまして。文通は初心者です。新しいことに挑戦したくてお試し登
録しました。 お手紙の種類は問いません。カード・葉書なども大歓
迎です。友人が少なく世界が狭いので色々な話題に興味がありま
す。 どうぞよろしくお願い致します。

コクさん
もみじ饅頭通り 66番地 2019年3月15日まで

女性
20代

アニメ、カラオケ、犬、御朱印集め、コンビニス
イーツ

社会人になって限られた人・世界の中でしか生活していないことに
気づき、世界を広げたいと思い入会しました。 趣味が合う合わな
い問わず、色んな年代・性別の方とお話がしたいです。 初めての
文通ですのでのんびり楽しくやれたらと思っています。

みやみやさん
相模ハマっ子通り 192番地 2018年12月15日まで

女性
30代

旅行、御朱印巡り、買い物、マステ・紙モノ集め、１００円
ショップ巡り、文通、ポスクロ

こんにちは。初めまして。お手紙を書くことが好きで登録しました。
日頃の何気ない会話から、趣味のお話や、恋バナなどいろいろな
お話が出来たら嬉しいです☆ポストカードでのやり取りも興味があ
ります。女性限定でよろしくお願いします(^^)

みつばさん
相模ハマっ子通り 193番地 2018年12月15日まで

女性
20代

映画、温泉(銭湯)、インスタをみる(猫)

かわいいレターセットを見つけるたび買っていたらどんど
ん溜まっていき…お手紙に使いたいと思って始めてみま
した。好きなものや日々のことを楽しくやりとりできたら
いいなと思ってます！

ちびまる子さん
相模ハマっ子通り 194番地 2018年12月15日まで

女性
20代

読書、文房具、手帳、映画鑑賞、カメラ、ファッショ
ン、人間観察、ちびまる子ちゃん

友達としていた手紙交換の楽しさが忘れられず、文通村に入会し
ました。 趣味は読書、文房具、ファッション、カメラ等々です。
手紙はどちらかと言うと長文派ですが、ポストカードなどでのやり
取りなどもしたいなと思っています。 文章はあまり上手ではありま
せんが、可愛い便箋や、スタンプなどでデコったりしたいなと思っ
ています。

青波さん
土佐の国通り 21番地 2019年3月15日まで

女性
20代

舞台観劇、幕末、天体観測、長距離、コーヒーな
ど

劇場が大好き。作品の題材になることが多いため、幕末
は詳しいです。うどんと沼サンがマイブーム、殺陣とダ
ンスを習得予定です。同じ趣味の方もそうでない方も、
いろんな方面からのお手紙お待ちしております^^

ななかまどさん
越後通り 57番地 2018年12月15日まで

女性
40代

登山、カフェ巡り

楽しくお手紙でお話ができたらなと申し込みました。 趣味は山登り
ですが、今は子育てでなかなか山に行けず一人になる時間が出来
ると、カフェに行ったりドライブに行ったりしています。道の駅が何
気に好きです…笑。 毎日が追われるように過ぎて、ゆっくり自分
と向き合う事がないので、手紙を通してお話し出来たらいいなと思
います。下手な文章かと思いますが宜しくお願いします。
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夏月（かげつ）さん
ちゅら海通り 20番地 2018年12月15日まで

女性
40代

書道、読書、映画や音楽鑑賞、web制作、ドライ
ブ

村に帰ってきました。今回で2回目になります。 書道の師範免許を
目指して修行中です。独学でwebサイト制作の勉強をしています。
あとコーヒーと読書が大好きで、お気に入りの曲を見つけた時はド
ライブに出かけます。どうぞよろしくお願いします。

いちごみるくさん
ピーナッツ通り 215番地 2018年12月15日まで

女性
20代

アニメ(刀剣乱舞)、ボカロ、2.5俳優(佐藤流司)、
ネイル、新選組お寺巡り

文通初心者です。 多くの人と繋がれたら嬉しいで
す˙˚ʚ(　•ω•　)ɞ˚˙ よろしくお願いします！

シャオさん
なにわ通り 242番地 2018年12月15日まで

女性
30代

漫画アニメゲーム、邦洋ドラマ・映画、お笑い、ボドゲ、リ
アル脱出、料理、雑貨、カフェ

素敵な便箋での文通に憧れて入会しました。テレビ好きなオタク
会社員です。最近はNetflixでドラマや映画をよくみます。ジャンル
はアクション（マーベルetc）、ホラー、ファンタジーを好んで観ま
す。趣味の合う方、可愛い物に目が無いので文房具にこだわりが
ある方だとなお嬉しいです※女性希望。私自身既婚で子供はおり
ませんが、旦那さんや子育ての話題は控えめなら幸いです

まなさん
彩の国通り 214番地 2018年12月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、映画鑑賞、読書、喫茶店でゆっくりす
ること

初めまして。27歳の女です。 高校生の頃からメンタルの障がいが
あり、今は家の手伝いをしながらデイケアに通っています。 学生
の頃などは辛いことも多くありましたが、自分なりに幸せに生きる
生き方を最近になってやっと見つけられたような気がしています。
文通のお相手が見つかったらぜひ色々なお話をしてみたいです。
よろしくお願い致します。

水月さん
相模ハマっ子通り 195番地 2018年12月15日まで

女性
30代

ピアノ、音楽鑑賞、読書、散歩、カフェ巡り、nano block、
風景写真撮影、寺社巡り

イタリアンレストランで働いています。色々な地域の方達と日常の
何気ない話をして繋がりたく、お試し入村しました。細々とピアノ
演奏もしており、音楽は邦楽とクラシックを主に聴きますが音楽は
全般大好きです。図書館の雰囲気が好きで司書の仕事をしていた
事もあります。文字や文は下手ですが、良ければ、宜しくお願い
します！

ぶらうにーさん
阿波の国通り 20番地 2019年3月15日まで

男性
30代

読書、ひとり旅、お遍路、アート、絵、カフェ、まったりタ
イムを持つ事、ファッション、

偶々ココを知り、文通…そういうやり取り温かくて良いなぁと。 僕
はこんなヤツです↓ お年寄りの方と子どもには、モテモテかな？
一部の友達には、何かと「女子力高い」とか言われたり。いい風に
言うと「おっとりな人」？（笑） 字は下手なのでご了承を。 仕事は、
福祉関係。(保育士に憧れた頃も) 小説を書く事も挑戦したりも。

アップルさん
相模ハマっ子通り 196番地 2019年3月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞(クラシック)、美術、海外旅行番組鑑賞、
クルーズ、多肉植物、紅茶

はじめまして。 昔から手紙を書くのが好きですが、SNS全盛の今
ではなかなか機会がなく... 心機一転でなにか新しい事を始めよう
と思いこちらに登録しました。 いろいろな方とのんびり交流出来た
ら嬉しいです。 どうぞ宜しくお願いいたします。

ひとみさん
ちょるる通り 39番地 2019年3月15日まで

女性
20代

マステ、トラベラーズノート、手帳、マイノート、
紙もの・シール集め、日付シート

既婚、子どもなしの29歳です。夫が転勤族のため、近くに友人が
おらず、パート勤務なので、時間に余裕があります。手帳やトラ
ベラーズノートなどに日々の出来事を記録したり、考えをまとめた
り、マステやシールを貼ってデコったりすることが好きです。 共通
の話題がありそうな方、お待ちしています。

めいりさん
彩の国通り 215番地 2019年3月15日まで

女性
30代

温泉、ヨガ、公園・庭園巡り、カフェ巡り、読書

初めまして。 33歳女性の会社員です。 世界を広げたいと思ってい
るので、職種年齢性別問わず交流をとれたらと思っています。 や
りたいこと:庭づくり、美味しいもの巡り、海外旅行 ゆっくりなペー
スでも大丈夫な方、もしよければよろしくお願いします。

三日月さん
お江戸通り 476番地 2019年3月15日まで

女性
30代

黒執事、篠田真由美作品、美術館巡り、フラワー
アレンジ、小型印、はんこ

中学生の頃から文通大好きです。今は特に黒執事につ
いて語れる方を探しています！他には中国の歴史や武則
天、切手の博物館やお手紙フリマも好きです。子供が一
人、パートをしています。女性のみでお願いします。
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みやむらさん
阿波の国通り 21番地 2018年12月15日まで

女性
20代

アニメ漫画、同人活動、絵を描く、オリジナルグッズ作
り、DVD鑑賞、猫(1匹飼ってます)

はじめまして。昔やっていた文通をまたやりたくてたまらず、入会
しました！まったり楽しくお手紙のやりとりしたいです。 お手紙と
共に良ければイラスト交換も♡アイナナ、あそびあそばせ、サウ
スパークなど幅広く好きです。是非おすすめアニメ漫画あれば教
えて頂きたいです。あと、最近はオリジナルグッズ作り(マステや
レタセ等)にハマってます！よろしくお願いします(*´◒`*)

ネムさん
しゃちほこ通り 172番地 2019年3月15日まで

女性
30代

ゲーム(一血卍傑・刀剣乱舞)、読書、料理

先月会社を辞めた主婦です。手紙を通じて外部の人と交流を持ち、
見識を広げたく入会しました。本は短編集が好きで、近代小説や
古典を中心に新しいものや漫画も少し読みます。書籍に限りませ
んが、怖い話にも目がありません。趣味のことや日々の出来事な
ど、楽しく綴り合えたらと思います。文通は初めてですが宜しくお
願いします。

とーあさん
平城京通り 47番地 2019年3月15日まで

女性
20代

読書、カフェ巡り、文房具、雑貨、美術館、博物
館、図書館、お寺・神社巡り

こんにちは。社会人４年目で、前から興味があった文通
を始めようと一念発起！いろんな方と趣味や日常のこと
などを楽しくお話してみたいです。文通初心者ですが、
よろしくお願いします。

まるはさん
杜の都通り 76番地 2018年12月15日まで

女性
30代

消しゴムはんこ彫り、読書、文房具探し、カフェ巡
り、子と公園探訪

こんにちは！まるはと申します。保育園に通う息子がいる30代の
母です。子が寝静まった後、消しゴムはんこを彫ったり日記を書い
たりする時間がとても幸せです。ぜひ、あなたの好きなものにつ
いて教えてください(*^^*)よろしくお願いします！

はなさん
なにわ通り 243番地 2019年3月15日まで

女性
50代

フラ、山登り、洋画、ピアノ、音楽鑑賞（クラシッ
ク・R&Bなど）

皆さん初めまして。 自由な時間が増え、趣味が増え、50代になり、
まだ新しい事を始めたくて登録しました。 滅多に行けないですが
温泉大好き。 自然が大好き、でも虫が全然ダメ。 最近感動したこ
とは初めてのアルプス。 何かとストレスの多い毎日。 笑顔になれ
るようなお手紙のやりとりができたらいいなと思います。 どうぞよ
ろしくお願いします。

ちえたさん
しゃちほこ通り 173番地 2019年3月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、旅行、泳ぐ、ピアノ、鉄道、相
撲観戦、温泉

はじめまして、母にもらった万年筆で、手紙を書きたくなりました。
自分の日常に、新しい風を感じることができればなぁ、と考えてお
ります。お手紙を通して、多くの人の声を交わす方ができれば、
それは普段にはない、特別なものなのかな…と楽しみにしていま
す。 どうか、よろしくお願いいたします。

あやちゃんさん
とちおとめ通り 63番地 2018年12月15日まで

女性
30代

文房具集め、御朱印、音楽鑑賞(J-POP)、料理、
温泉、犬猫、嵐、LDH

はじめまして。可愛い文具集め、手紙を書く事が好きです。全国
の方とお手紙交換がしたくて入村しました。 嵐ファン20年、LDH、
ご当地キャラクターも好きです。犬猫は私の癒しにもなってます。
趣味が同じ方とお話がしたいです。女性限定で宜しくお願いします。

花筏さん
平城京通り 28番地 2019年3月15日まで

女性
50代

読書、カタログショッピング、プチ一人旅

お返事はのんびりになりますが、それでもよろしければ
どなたでも。 自分のことを書くよりも、人のお話を聞く
方が好きなのでどうぞお気軽にお手紙ください。 ポスト
カードや一筆箋などもお待ちしています。

春さん
しゃちほこ通り 174番地 2018年12月15日まで

女性
10代

書道、読書、手帳をつけること、紙刺繍、数学、
お菓子作り

初めまして、春と申します。 昔から手紙を書くことが好きなのです
が、相手が居ないのでこちらに登録してみました。 年齢性別は問
いません。色々な方と交流できたらな、と思っています。 お返事
は比較的早くできます。どうしても長いお手紙になってしまいがち
なので、同じような方と濃いやりとりがしたいです。 どうぞよろし
くお願いします…！

ますみさん
どさんこ通り 166番地 2019年3月15日まで

女性
30代

読書、動物、映画鑑賞、観光。 カメラや美術館巡り、あと
本屋さんに入り浸るのも好きです。

読書なら有川浩さん、動物はペットショップよりも保護犬猫派です。
仕事は酪農やってます。文房具や字を書くことも好きです。でも運
動やアウトドアも好きですよ( ・∇・)そういえば昔は文通クラブなる
ものに所属してたなぁ。ケータイで繋がるのは便利ですがときどき
近すぎると感じます。ほどよい距離感、ゆったりペースでお話でき
るのが理想です。
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あずきさん
古都みやび通り 93番地 2018年12月15日まで

女性
20代

読書、料理、カフェ、インテリア、家庭菜園 世界
の食文化を調べる

はじめまして 夫と田舎で二人暮らししています。 綺麗な
レターセットや、文字を書くのが好きなので、ぜひ
色々な方と文通をしたいと思ってます。

花さん
どんたく通り 129番地 2018年12月15日まで

女性
20代

読書、ゲーム、文房具

以前から文通に興味を持ち思い切って入村しました。趣
味や日々の出来事を話していければと思っています。よ
ろしくお願いします。

るんるんさん
さるぼぼ通り 42番地 2018年12月15日まで

女性
40代

レタセ集め、雑貨屋さん巡り、100均巡り、ドラッ
グストア巡り

はじめまして。40代の独身で家族と住んでいます。仕事がお休み
の時は雑貨屋さんやドラッグストアを巡っています。手紙を通じて
色々な方と日常起きた出来事や趣味の話などをいろいろお話し出
来たら嬉しいです。文字や文章は上手ないですが、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。

まっちゃみるくさん
信玄通り 16番地 2018年12月15日まで

女性
60代

嵐のファン、マステ、バラメモ集め、ライブDVD観
賞、ディズニーサンリオ

初めまして。文通するのは子供の頃以来ですが年齢とわ
ず趣味の合う方よろしくお願い致します。

みどりさん
どんたく通り 130番地 2018年12月15日まで

女性
20代

猫、手芸、文房具、手帳、スチームパンク、歴史、小説、
漫画、アニメ、歌うこと、音楽をきくこと、など

今年社会人2年目になり、仕事にも1人暮らしにもやっと慣れてきた
ところです。手紙でスローペースな時間を共有したいなと思い、お
ためし入村しました。心踊ること、きれいなもの、キモ可愛いもの
など大好きです。マイペースなやりとり大歓迎です。お話ししませ
んか！

あおいさん
さがん通り 13番地 2019年3月15日まで

女性
40代

音楽関係、ドラマ＆映画鑑賞、友達とランチ、ゲー
ム、ウォーキングなど

はじめまして。以前より気になっていた「文通村」へ入村して
色々な方々とのやりとりを楽しみにしています。家庭や職場そして
友達との会話も楽しいですが、手紙を通して日常の小さな事だっ
たりを話せたらいいなぁと思ってます。宜しくお願いします。


