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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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愛莉さん
お江戸通り 302番地 2019年4月30日まで

女性
30代

旅行、お出掛け、音楽、ウォーキング、手芸、お
手紙を書くことなど

東京在住の30歳。 好きなものは、動物、お花、ジブリ、ミッ
フィー、サンリオ、ディズニー等。 子供の頃からお手紙を書くのが
大好きです。お手紙を通して、お互いのことはもちろん、日々の
出来事など色々なお話をしたいです。 宜しくお願い致します。

ユウさん
お江戸通り 347番地 2019年4月30日まで

女性
30代

読書、音楽、日記やノート、ぬり絵、絵を描く、カラオケ、
ライブDVD鑑賞、ウォーキング

初めまして。文通村には前に少しだけ登録していました。
うつで病院に通いながら、彼と義母と暮らしています。
趣味や日常の事などお話できれば嬉しいです。よろしく
お願いします。

れもんちゃんさん
阿波の国通り 22番地 2019年1月31日まで

女性
30代

文通、レタセ交換、ライブ参戦、旅行、ツイキャス、歌い手、
ダイエット、邦ロック、切手収集

はじめまして！文通歴25年以上です笑 全国に文通相手がほしいで
す！趣味が結構多いです、文通、レタセ交換、ライブ参戦、旅行、
ツイキャス、歌い手、ダイエット、邦ロック、切手収集、KPOP、
ジャニーズ、LDH、海外ドラマ、海外文通、紙モノ、趣味があうひ
とよろしくお願いします。

デイジーさん
お江戸通り 495番地 2019年1月31日まで

女性
50代

旅行、懸賞応募、

子育てが一段落したので、これからは、自分のやりたい事ができ
るので、とても楽しみです。 旅行が好きなので、還暦までに47都
道府県を制覇したいと思ってます。 文通友達もそれぞれの都道府
県に出来たらいいなぁ…

どるちぇのえるさん
お江戸通り 500番地 2019年1月31日まで

女性
20代

ディズニー、ゲーム、読書、漫画、パソコン

ディズニー大好きです！年パス2年目です( * ¨ * ) ゲームは主にFF
が好きです。小説が好きで、特に東野圭吾をよく読みます。( *˙
꒳˙ *) 4年目のSEです。女性のSEさんいらっしゃったら嬉しいです(
* ॑꒳ ॑*) 付き合って2ヶ月になる彼氏がいます。お返事はマイペー
スな感じです( ´･֊･` )←

つながるさん
さるぼぼ通り 46番地 2019年1月31日まで

女性
40代

エクササイズ&筋トレ ・料理(作るのも食べるのも) ・
一人旅(電車&ドライブ)

上記の趣味の他、東南アジア、外国語、お城めぐり、想いの世界
に興味があります。夫と子二人がいます。共通の話題ができる方
や、知識を教えてくださる方、どうぞよろしくお願いします。駆け
出しですが手話も習っていますので、耳の不自由な方にも色々教
えていただきたいです。普段口下手ですが、お手紙は心を込めて
書けるので好きです。

マーニーさん
茶畑通り 109番地 2019年1月31日まで

女性
20代

カフェで読書、美術、刺繍、コラージュ、語学、人
と出会うこと

日常に彩りや新鮮さを与えてくれるものや人が大好きで
す。好奇心旺盛な性格で、いろんな方と文通したいと思っ
ています。よろしくお願いします。

ひなさん
桜島通り 27番地 2019年1月31日まで

女性
30代

字を書くこと(手帳、懸賞)インスタ見ること(朝活、ダイエット、
しまパト、手帳etc)

旦那と息子と田舎で暮らしてます。初めての子育てに奮
闘中！文通村の存在を知って気になって、毎日のように
ホームページ来てました(笑)もーじゃあ入ろうと勇気を出
しての入村です！よろしくお願いします！
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ゆゆゆさん
なにわ通り 253番地 2019年1月31日まで

女性
20代

読書 レターセット集め 万年筆 漫画 詩 短歌

手紙の交換をしてみたくてお邪魔してます。 本とミルクコーヒーと
甘いものが好きです。 左利きのため便箋汚しがちですがすみませ
ん。 わりとオタクです。最近は千銃士とFGOのんびりプレイ
中。♡谷川俊太郎 中家菜津子 有川浩 市川春子 スガシカオ
amazarashi（敬称略）

フランソワさん
もみじ饅頭通り 72番地 2019年1月31日まで

女性
30代

写真、ヨガ、旅行、神社仏閣巡り、カフェでおしゃべり、田
舎暮し、野菜づくり、文字を書くこと

田舎に住みながらOLをしています。 田舎ならではの草を焼く匂い、
吹抜けの高い空がお気に入り。 「持たない暮らし」にも興味あり。
のんびり、のほほ〜んとやりとりできたらいいなと思っています。
よろしくお願いします。

ぎずもさん
お江戸通り 501番地 2019年1月31日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、音楽鑑賞、旅行、自然巡り、動
物と遊ぶこと

はじめまして！ 私は自然や動物が大好きで、海外含めて、きれい
な緑、青空、かわいい動物達がいるところによく旅行に行っていま
す。そうした環境で、読書をしたり音楽を聴いている時間は至福
のひとときです。 海外に詳しい方、旅行が好きな方、ぜひお話し
したいです！

pilinaさん
彩の国通り 224番地 2019年1月31日まで

女性
20代

ディズニー ハワイアングッズ集め ハンドメイド 旅
行 CHEER ほぼ日

小さい頃よく文通していたのを思い出し、色んな方と文通してみた
いと思いお試しで入村してみました。2児のママです。ハワイアン
グッズ集め(特にプルメリア、ホヌ)が1番ハマってます。最近では
学生時代にやっていたCHEERを子供にもやらせたく、日々特訓中
です！笑

りつさん
茶畑通り 110番地 2019年1月31日まで

女性
20代

音楽、猫、甘味、ドライブ、ファッション、レジン
制作、アロマ、雑貨、文具

夫婦・２男・２猫で暮らしています♪ (子供たちはまだ乳幼児です)
紙モノ、生活雑貨大好きです♡ どんな話題でも楽しんだり真面目
にお話しして、とにかく誠心誠意やり取りできれば嬉しいで
す。(女性限定とさせてください) 以前は都内にも住んでいたので
オススメのご飯屋さんのお話、情報共有でも全然オッケーです☆
素敵なご縁お待ちしております♪

まるさん
どさんこ通り 172番地 2019年1月31日まで

男性
30代

読書、バンド、旅行、車、バイク

色々な場所を気ままに一人旅するのが趣味ですが、そう
頻繁に行くことも出来ないので、部屋に居ながら色々な
地域の人とお話できそうな文通を始めてみました。よろ
しくお願いします！

ツユクサさん
しゃちほこ通り 185番地 2019年4月30日まで

女性
30代

絵画・イラスト・刺繍の制作、読書、山城や石垣巡り、ゲーム
(どうぶつの森・モンハン)

はじめまして。 何かを作る事、絵を描くこと、表現をする事が好き
です。最近特に興味のある事は球体関節人形の制作と俳句です。
趣味が合いそうな方は勿論、色々な方と年齢性別を問わず交流が
できたらなと思っております。ヨロシクお願いします(^-^)

柊アオさん
茶畑通り 111番地 2019年1月31日まで

女性
10代

ゲーム、ゲーム実況、写真

初めまして。柊アオと申します。 ゲームやるのも見るのも好きで
す！(*´꒳`*) ゲーム実況者さんや、写真撮るのが好きな社会人で
す…！ 多趣味ではないですがなんでもない日常的な話などのんび
りしたいです…。 是非いろんな方と文通したいと思っています…！
至らないところもあるかと思いますがお願い致します！

桜咲さん
茶畑通り 112番地 2019年1月31日まで

女性
30代

読書、音楽、アート、ぬい撮り、創作活動、ウォーキング、
ニチアサ視聴、文房具、御朱印

桜咲(おうさ)と申します。うさぎとGENERATIONSのりゅーとさん、
掟上今日子さんにお熱のおひとり様主義です。メンタル持ちです
が、医師からは寛解(かんかい)と言われています。悪筆ですが、
心を込めてお手紙書きます(たいてい万年筆)ので、よろしくお願い
します。

あのいさん
琵琶湖通り 28番地 2019年4月30日まで

女性
30代

マスキングテープ、文房具、シール、日記、100均、
キャラクター、コーヒー大好き、

こんにちは。子ども３人のママしてます。昔からレターセットが大
好きで、今でも熱は冷めずに集めてます。マステも集めていて、
手帳や、日記を書いたりデコったりする時間が好きです。趣味が
合う方や、子育て真っ最中の方、その他全然趣味が違う方もどな
たでも気軽にお手紙のやりとりが出来ればいいなと思っています。
のんびり、ゆったりペースでもよければよろしくおねがいします。
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きぃちゃん。さん
彩の国通り 225番地 2019年1月31日まで

女性
30代

文通、ライブ参戦、雑貨屋・文房具屋めぐり、シール集め、
切手集め、旅行、レターセット集め

はじめまして。文通大好きです！ ロングレター派です。
楽しく色んな方と 文通したいです\(´ω` )/ 宜しくお願い
致します。

祥子さん
火の国通り 29番地 2019年4月30日まで

女性
20代

音楽鑑賞、合唱、テレビ(ドラマ.バラエティ)、お菓子作り、
アニメ、オシャレ、コスメ、カフェ

学生の頃に文通をしていました！ 20代～30代前半の方、既婚なの
で女性のみ希望です 私⇒26歳/女/既婚/O型/平和主義者/ 音楽鑑
賞、元合唱部、テレビ(ドラマ.バラエティ)、お菓子作り、アニ
メ(ワンピース、銀魂、テニスの王子様、CCさくら、MAJOR) 特別
アニメ好きではなくごく普通の女子です。日常の話もしたいです(*ﾟ
▽ﾟ)

ユキりんさん
桜島通り 28番地 2019年1月31日まで

女性
30代

カフェ巡り＆映画観賞

初めまして。私は鹿児島県に住むディズニー好きな39歳
です。誰か良かったら文通しませんか？宜しくお願いし
ます。

あっきーさん
どんたく通り 136番地 2019年1月31日まで

女性
40代

読書(ミステリー）、映画鑑賞,野球観戦

はじめまして。夫と二人暮らしの会社員です。 昔、遠く離れてしまっ
た友人と文通をしていて、レターセットなど集めていた事を懐かし
く思い出して、またはじめてみたいと思っています。読書は子供の
頃からのミステリー好き、野球はカープ一筋です。 月初めは仕事
が忙しく、ゆっくりの返信になるかもしれないのですが、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

竜胆さん
どんたく通り 137番地 2019年1月31日まで

女性
50代

読書、飼犬と遊ぶ、ネットカフェ、家庭菜園、コミッ
ク、カラオケ

離婚と再婚を最近経験しています。主人は12歳年上なのでなかな
か話がかみ合いませんがそれなりに過ごしています。娘がひとり
いますがもう成人してます。ラブラドールレトリバーの雑種の犬が
いまは息子代わりです。社会福祉主事の資格がありますが現場
で25年介護の仕事やってました。福岡のド田舎ゆえ、広く世間を
見たい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。

深海さん
どんたく通り 139番地 2019年1月31日まで

女性
20代

キャラクター(サンリオ)、ゲーム(ポケモンなど)、
文房具、漫画、音楽

インドア派ですが夫と一緒によく旅行に行ったりします。
紙の手ざわりが好きです。何でもないことや趣味のこと
について話して息抜きになればいいなと思っています。

ずずちゃんさん
さがん通り 15番地 2019年4月30日まで

女性
30代

ゴリパラ、文通、ドライブ、野球観戦、金魚など
の飼育、動物好き

はじめまして、こんにちは。4人の子供のママです。最近は子供と
近所の川へ魚などを取りに行くのが楽しみです。福岡ソフトバンク
ホークスが大好きですが、なかなかドームへ行けず…テレビ観戦
が多いです…。ゴリパラを見て行きたい所が増えてます。年齢、
性別問いませんので、お手紙でいろいろ話せたらいいなと思いま
す。

まる子さん
相模ハマっ子通り 204番地 2019年4月30日まで

女性
40代

動物、読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、、お笑い、ハ
イキング、文房具

こんにちは、初めまして。柴犬飼っています。文通は、
初めてですが日々のこと、趣味の話などお互いのペース
でのんびり楽しく文通出来たらいいなぁって思っておりま
す。よろしくお願いします。

めろさん
しゃちほこ通り 186番地 2019年1月31日まで

女性
20代

ジャニーズ、舞台、旅行、ディズニー、マステ集め

はじめまして！ めろとお申します。 10代の頃長い間文通をしてい
ましたが、就職をして日々の忙しさに飲まれてしまい文通を辞めて
しまいました。 また文通をしたいと思い入会を決意しました。 私は
アイドルや舞台が大好きです！ 皆さんと趣味を共有したり、楽しく
日々のことをお話出来たら嬉しいです(*ˊˋ*) よろしくお願いします。

まゆこさん
どんたく通り 140番地 2019年4月30日まで

女性
20代

ハンドメイド、レジン、動画鑑賞、手帳、おすそ
分けファイル、コラージュ

ハンドメイドが趣味で、レジン作品とおすそ分けファイル作りに力
を入れています^^ 可愛い文具も大好きで集めるものの手紙を送る
相手がおらず、文通相手が欲しいと思い始めてみました♪ 字は綺
麗と言えませんが心を込めて書きます！ 折角なので色々な方と交
流したいと思っていますが、特に同性の方希望です。
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七敷壱華さん
琵琶湖通り 29番地 2019年4月30日まで

女性
10代

音楽活動、ものかき、イラスト描き、ハンドメイド、
作詞作曲、アコギ、文通、ドール

はじめまして、18歳女子、七敷壱華といいます。 私は音楽活動を
していてそのことをお話出来る人や、小説やイラストを交換出来る
人を探しています。 それ以外でも、楽しく話せたらなぁと思います。
ちなみにイラスト等は交換できない方も全然歓迎です！！ 親が苦
手な人、メンタル持ちの人、私もそうです。是非話しましょう。 よ
ろしくお願いします！

キキさん
どんたく通り 141番地 2019年1月31日まで

女性
20代

カフェ巡り、読書、手帳、旅行

はじめまして。文通...懐かしいなと思って登録しました。7歳、2歳
の子供がいて現在3人目妊娠中です。1人の時間があるとカフェで
ゆっくり手帳を開いたりするのが好きです。食べること大好きで、
特に甘いものには目がありません◡̈⃝︎⋆︎*仕事もしているので、
マイペースになるかもしれませんがよろしくお願いします。

ララさん
杜の都通り 83番地 2019年1月31日まで

女性
40代

レターセット、文房具、サンリオ 100均、懸賞応募

文通初心者です。小さい頃好きだったサンリオに5歳の娘とまたグッ
ズなど集めたりいちご新聞を見たりはまっています。 レターセット
も集めているのでお手紙を書いてみたくなりました。楽しく文通し
たいです。よろしくお願いします。

めいさん
お江戸通り 504番地 2019年1月31日まで

女性
50代

読書、旅行、掃除、映画観賞

自然や空、星が好きです。紙が好きです。手紙を書くこ
とが好きです。色んな話を明るく出来るといいな〜。 よ
ろしくお願いします。

ともともこさん
しゃちほこ通り 187番地 2019年1月31日まで

女性
40代

はやりもの、読書、カフェ研究、歌舞伎鑑賞、音
楽鑑賞

急に手紙で、文字で、語り逢いたくなりました お付き合
いただける方、お待ちしています。

おこめさん
お江戸通り 505番地 2019年1月31日まで

女性
30代

美容、コスメ、読書、レターセット・シール集め、
旅行、動物(毛の生えた)

最近は職場と家の往復の毎日で、自分の世界がどんどん狭くなっ
てきている様に感じ、文通を通じて色々な方と触れ合い、世界を
広げたいです！職業は介護士です。 文章や文字を書くのが好きで、
小学生からの友人と25年以上交換ノートをしています。 レターセッ
トが大好きです！宜しくお願いします(＾ω＾)♪

ながいしゅんすけさん
お江戸通り 506番地 2019年1月31日まで

男性
40代

映画や建物を見る、文房具屋さん ドラッグストア
めぐり

言い表せない物事を伝え合えたら　知ること教わること
がたくさんあればいいなと想います。　よろしくお願いし
ます。

こうえさん
ピーナッツ通り 224番地 2019年4月30日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞、散歩、文章を書く、美術館巡り、
文房具・絵葉書集め

今は専業主婦ですが、仕事を探している41歳の女です。学生時代
にあまり勉強してこなかったので、今になって歴史や地理、英語の
勉強を少しずつですがやっています。ミステリーや心理学の本もよ
く読みます。 こんな私ですが、もしよかったらお手紙ください。年
齢、性別は問いません。よろしくお願いします。はがきも大歓迎で
す。

しゅかさん
相模ハマっ子通り 205番地 2019年1月31日まで

女性
20代

手帳、マステ集め、紙モノ、紅茶、ねこ、雑貨、
アニメ、ゲーム、文具、アメキャラ

はじめまして。 紅茶好きなしゅかです。 2人の子どものママしてま
す。文通村の事をinstaで知りぜひ色んな人と文通がしたいと思い
登録しました。 文通は小学生以来ですが楽しく文通ができたらな
と思います。よろしくお願いします。

かすみさん
六甲通り 170番地 2019年1月31日まで

女性
30代

読書、カラオケ、音楽鑑賞、文房具、カフェ、手
芸、ゲーム、ペット（ハリネズミ）

初めまして。夫とペットのハリネズミと二人と一匹で暮らしていま
す。元々医療関係の仕事をしていましたが、体調を崩してしまい現
在療養中です。体調も良くなってきており、誰かとお話をしたくな
り入村しました。文通は学生時代に友人としましたが、とても楽し
い思い出です。色んな方とゆっくりとお付き合い出来たらなぁ思い
ますのでよろしくお願いします。
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つばきさん
相模ハマっ子通り 206番地 2019年4月30日まで

女性
20代

映画を観る、写真を撮る、お気に入りを集める、
英語の勉強を少し

先日、同居人宛てに一枚の葉書が届き「悪いな」と思いつつこっそ
り文面を見てしまいました。 そこに書かれた言葉の繊細さと美しさ
に胸がときめき、わたしも言葉の交流がしたいと強く思いました。
日常や様々な趣味について、恋の話も大歓迎です。楽しい文通と
なることを願っています。

すみれさん
土佐の国通り 23番地 2019年1月31日まで

女性
20代

読書、運動、料理、生き物観察、散歩、和に触れ
ること

はじめまして、すみれと申します。 生き物や自然が大好きです。
散歩で出会える動物、植物達が私の癒やしです。 また、和に関す
る事にも興味があります。 着物や和食、伝統工芸品に触れたり、
日本庭園や日本家屋を眺めるときが至福のときです。 年齢性別問
いません、気を張らずに、楽しんでやりとりできたらいいなと思い
ます。よろしくお願いします。

るかさん
どさんこ通り 173番地 2019年1月31日まで

女性
20代

美味しいもの巡り、旅行、文房具屋巡り…

はじめまして、るかと申します！文通初心者で不慣れではありま
すが、楽しく文通したいです！ ＜好きなこと・好きなもの＞美味し
いもの巡り、カメラ・写真、旅行、文房具屋巡り、音楽、LIVE、
シール・レタセ集め、韓国・K-POP、BIGBANG、MWAM、、、趣
味の合う方、大歓迎です(ᵔᴥᵔ)

いよひささん
どんたく通り 142番地 2019年1月31日まで

女性
30代

ショッピング、スクイズ集め

３４歳です。同じ子育てママと交流して相談などできた
らいいなと思っています。よろしくお願いします。

かめ吉さん
お江戸通り 507番地 2019年4月30日まで

女性
20代

映画鑑賞、創作料理、バイク、食べ歩き、旅行、
絵

はじめまして、かめ吉です♪ かめ吉は実家で飼ってる亀の名前で、
時々借りてます。 趣味に創作料理とは書きましたが、まだ美味し
く出来た事はありません。いつか達人になりたいです。 老若男女
問わずいろんな方と交流できたらと思っています(^^) 拙い字や文章
ですが、一緒に文通していただけるとうれしいです！

いくみよさん
お江戸通り 508番地 2019年1月31日まで

女性
20代

散歩、散策、音楽、合唱、読書、飲み物

こんにちは。 この夏に仕事の関係で上京し、一人暮らしを始めた
ので、休日は一人まったりする時間が増えました。 そんな中、学
生時代に文通をしていた記憶がふと思い出され、また始めてみよ
うと思いついたのがきっかけです。 趣味の話はもちろん、日常の
ことや最近考えていることなどなど、色んな年代の方とお話できた
らいいなと思っています。 よろしくお願いします。

るうさん
ちゅら海通り 34番地 2019年1月31日まで

女性
30代

ボードゲーム、スクラップブッキング

小6と小1の男の子のママです。ボードゲームを楽しんだり、星空
を眺めたりするのが好きです。ルピシアが好きで、紅茶もよく飲
みます。最近はできていませんが、スクラップブッキングも好きで
す。かもめ食堂、めがね好きです。

波音さん
なにわ通り 254番地 2019年1月31日まで

女性
40代

音楽全般、旅行、テニス、本を読むこと、インテリ
ア雑貨、海、空、自然が好き。

はじめまして。波音(なみおと)と申します♪子供もやっと少し手を離
れ、昔を思い出し、また文通してみたくなりました。人との縁は大
切にしたいと日々感じています。どこかにいる誰かと、ふとした出
来事をお話できたら良いな。年齢、性別問いません。人生に音楽
がないと生きていけないと思っていますが、歌詞を大事にするタイ
プです。心地よいのが一番。特技は笑顔です！

まぁちゃんさん
お江戸通り 509番地 2019年4月30日まで

女性
30代

ポストカード集め、ミニレタセ集め、読書、絵、カ
ラオケ、音楽鑑賞、カフェでまったり

30代の女性です。作業所でカーテンの糸ほどきをし、自宅では主
にリカちゃん人形の服を編み物で作っています。メンタル弱めな方
も仲良くさせていただきたいと思っています。わたしもメンタル弱
めです。わたしは主にポストカード、ミニレタセで文通しておりま
す。よろしくお願いいたします。

さえぴんさん
なにわ通り 255番地 2019年1月31日まで

女性
20代

旅行、猫、ドラマ

はじめまして。趣味もあまりないので、色んな方と
日々のお話出来たらいいなーと思い、始めてみました。
文通初心者ですが、心を込めて書きます。宜しくお願い
します。
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若だんなさん
お江戸通り 510番地 2019年1月31日まで

女性
50代

ウォーキング北海道に

北海道に初めて旅して素晴らしく好きになりました。 旅行が楽しい
とおもいますが実際旅行できるまでの計画を立ててる時かたのし
いです。 計画だけの方が多いと思います。 食べ物はどちらかとい
えばB級グルメ路線と思います。 夢は北海道に移住してきちんと生
計を立てられる事。 熊はこわいですがトレッキングもしてみたいで
す。

えりこさん
ピーナッツ通り 225番地 2019年4月30日まで

女性
30代

動物園･水族館めぐり、カメラ(動物写真)、神社めぐり(御朱
印)、エアプランツ、苔テラリウム

動物(特に猫科)が大好きです。 カメラは初心者ですが、もし動物
写真撮る方がいらっしゃったら写真の絵はがきの交換などもしてみ
たいです。 自然豊かな神社と稲荷神社の狐さんが好きです。 エア
プランツ、苔など、室内で育てる植物も好きです。 ポストカード、
便箋、両方使います。 ※文字は長年の走り書きの癖が抜けません
が直せるよう頑張ります。

くろねこさん
どんたく通り 143番地 2019年4月30日まで

女性
30代

文具＆マステ集め・ぬいぐるみ・動物好き・映画・
海外ドラマ・漫画・アニメ・サンリオ

はじめまして！仕事と家事で、日々なかなか趣味が似ている方と
お話をする機会がない為、登録しました。既婚者で、子供が４人
います。動物やアニメなどが大好きで、アニマルデザインやキャ
ラグッズを集めるのが好きです。よろしくお願いいたします。

ちいさん
相模ハマっ子通り 207番地 2019年1月31日まで

女性
30代

読書、文通、カフェ巡り、美容、文房具集め、手芸、コーヒー
や紅茶、ポスクロ、サッカー観戦

はじめまして！日常のこと、趣味のことなどお話しでき
ればと思います。マイペースになってしまいますが、宜
しくお願い致します。

ひかりちゅあんさん
さくらんぼ通り 27番地 2019年4月30日まで

女性
20代

読書 E-Girls 音楽 スポーツ

趣味を見つけたくて文通してみたいな～と思い登録しま
した～！ 初心者ですが、よろしくお願いします

しのさん
信濃通り 73番地 2019年4月30日まで

男性
20代

読書、音楽、アニメ、一人旅、お酒、絵画鑑賞

一人暮らしの社会人です。 以前から文通に憧れがあり、
始めようと決心しました。いろんな方と手紙のやり取り
をしてみたいです。よろしくお願い致します。

スノーマンさん
越中通り 34番地 2019年4月30日まで

女性
50代

食べ歩き（近場～遠方まで）、旅行、山歩き、美味しいも
ののお取り寄せ、仕事、ちょっぴり読書

　たくさん働き、たくさん遊び、たくさん楽しむ。そんな生活を目
指して日々を過ごしています。 　子供の頃、近所の川に流したボ
トルメールが、小川～大河～湾～外海を漂流し、数年後にお隣の
県の海岸で拾われ、手紙をもらった時の嬉しさが忘れられません。
当時の文通も今ではメール交換に変わりました。 　また手紙が書
いてみたくて、文通村の仲間に入れていただきました。

ぷくぷくんさん
もみじ饅頭通り 64番地 2019年1月31日まで

女性
30代

音楽（クラシック）、書道（字をかく、みる）、ハイキング、
図書館、植物園、果実酒つくり、簡単な手芸

文通経験は卒園時の風船便と中高時代の海外ペンパルです。現在、
育児休業中です。この貴重な機会に、文通というゆっくりしたコミュ
ニケーションを生活にプラスできたらと思っています。育児に追わ
れながらも、果実酒つくり、ナチュラルそうじ等、今までできなかっ
たことを楽しんでいます。子育てや家事のこと、趣味等、やりとり
できてポストをのぞく楽しみができたら嬉しいです。よろしくお願
いします。

おくさん
信濃通り 74番地 2019年4月30日まで

女性
30代

動物、家庭菜園、懸賞、展示会、昔のゲーム（パ
ズルやストーリー系）、イラスト

こんにちは。夫と二人暮らしの専業主婦です。文字とちょっとした
イラストを書くことが好きで、色々な方と文通を通してお話がして
みたいと思い入村しました。現在、懸賞と家庭菜園に挑戦していま
す。様々な創作活動に興味があります（独身のころにやっていまし
た）。同人グッズなどのやりとりも歓迎です。女性限定でよろしく
お願いします。

四季さん
お江戸通り 512番地 2019年1月31日まで

女性
20代

絵を描く（イラスト、デッサン）、服をつくる、90年代ファッ
ション・ハイファッション、サブカル、サプライズ

初めまして。色々なことに興味があり、いろんな世代のお話を聞
きたいです。特にマニアックな話や深い話だとワクワクします。人
生の中で知らないことがあるのは面白くないなぁと考えているので、
どんなジャンルでも◎あなたのお話聞かせてください。美しい言葉
が好きなので、本や詩の一節を一文添えたりします。よろしくお願
いします。
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