
第218号 2018年11月30日

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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三日月さん
しゃちほこ通り 199番地 2019年5月31日まで

女性
40代

映画鑑賞、手帳、紙モノ、作るコト

ほっとできるような、穏やかな文通ができると嬉しいで
す。紙モノが好きでジャンクジャーナルを最近自分で作
りたいと思ってます。

かぴちゃんさん
相模ハマっ子通り 213番地 2019年5月31日まで

女性
20代

文通、マステやシール、レタセ集め、カラオケ、
買い物

初めまして、こんにちは(*´ω`*)文通歴は15年ぐらい。
手紙を書いたり、読むのが息抜きです。文通村には以
前から興味がありました。素敵なご縁がありますように。
。

ぽにゆりさん
とちおとめ通り 69番地 2019年2月28日まで

女性
50代

工作、手芸、文房具集め、不思議な自然現象の写
真を見る、CKBの曲を聴くこと

工作や手芸が好きで、特にジャンルを決めず作りたい時に作りた
いものをちょこちょこと作っています。今は小学生の息子に頼まれ
て、自衛隊のジープのプラモデルを制作中です。 最近、若かりし
日に聞いていた音楽をもう一度聴きたくて、あちこち探しては聴い
ています。 昔のアメリカ映画も久しぶりに観たくなりました。

きのさん
どんたく通り 146番地 2019年2月28日まで

女性
20代

アニメ、漫画、紙モノ、マステ、シール、手帳、
文房具、旅行

数年前に文通をしていたのですが、忙しくなった為に疎遠に…。最
近は余裕も出来、また始めたいと思いました。紙モノやマステが
好きです！旅行や2次元も趣味なので、手紙を通して色んな話が
できたらいいなと思います♪︎

ばーとんさん
しゃちほこ通り 192番地 2019年2月28日まで

女性
20代

ペットと遊ぶ、料理、映画鑑賞、録画した番組を見
ること、読書　などなど

はじめまして！ ばーとんと申します。 ディズニー、ラルク、アイス
クリームが大好きな28歳です。 平日は家で、寝たきりの祖父の介
護をしながら家事をしています。 ペットの話や介護の話、料理の
話や日常で起きたことなど自由にお話したいです。 文章を書くこと
が大好きなので、楽しく文通したいです。 よろしくお願いします！

エヒメさん
しゃちほこ通り 193番地 2019年2月28日まで

女性
20代

読書、小説を書く、怪談、サスペンス、BL、歴史、
猫、文鳥

20代後半、独身、和菓子店販売員。文鳥を飼っています。体力が
ない方で、引きこもりがちです。 怪談や不可思議な話がとても好
きです。怪談風、SF風の小説をたまに書いてZINEを作ったりして
います。 BLファンですが最近はあまりBL作品には触れず、その代
わり自前の空想で楽しんでいます。

Moeさん
どさんこ通り 178番地 2019年2月28日まで

女性
30代

調理、映画、ガーデニング、パチスロ、動物、ヨ
ガ、お茶でホッとひと息タイム

30代前半の既婚で子なし旦那さんとうさぎさんの家族です。雪国
でまったりスローな生活を送っております。双極性障害寛解。日常
のなんでもないことをお話できたらいいなと思っています(*^^*)同
年代の方よろしくお願いします。

はどそん@さん
相模ハマっ子通り 214番地 2019年2月28日まで

男性
10代

ゲーム、trpg、猫、ごはん、

初めまして！ゲームが趣味の男子です。 母の勧めで、
興味をもち始めることにしました。文章も拙いですが皆
様よろしくお願いいします。
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えるかさん
彩の国通り 91番地 2019年2月28日まで

女性
20代

アニメ鑑賞 マンガ読む おでかけ 懸賞 電車

時間ができたので再入村しました！最近懸賞にはまりだ
した子なしの主婦です。普段家族以外とは話す機会があ
まりないので、日常の話や趣味の話をできたらいいなー
と思っています。よろしくお願いします。

コジコジさん
お江戸通り 520番地 2019年2月28日まで

女性
20代

映画鑑賞、お散歩、お酒、のんびりすること、カ
フェ、旅行、人と話すこと

初めまして！ 社会人になってから1人でゆっくり、自分の言葉で、
自分の思ってることを丁寧に書く。 相手の方がどんな人なんだろう
とワクワク想像しながら、想いながら手紙を書く。 そんな時間があ
れば素敵だなと思い入会しました。 文通は初めてですが、丁寧に
心を込めて手紙を書きたいと思っています(^^)よろしくお願いしま
す！

楓さん
信濃通り 75番地 2019年2月28日まで

女性
20代

読書、散歩、観葉植物、万年筆、風呂敷、インテ
リア、料理、音楽

世代を問わず色んな方の感性に触れられたら、と入会しました。
社会人三年目です。就職を機に長野へ越してきました。 少しだけ
早起きをして、豆を挽いたり、時にはスケッチに出かけたり。自然
豊かなこの土地を満喫しています。本や漫画を読むのも好きです。
オススメの紹介などし合えたら。色んなことに興味があるので、違
う趣味をお持ちの方も仲良くして頂けたら嬉しいです。

深雪さん
相模ハマっ子通り 215番地 2019年2月28日まで

女性
40代

読書、登山、文房具、幕末、史跡巡り、旅行、紙
もの収集

夫と猫2匹と暮らしています。文通は学生の頃以来ですが紙の手紙
が懐かしく、今回登録しました。引っ越しを機に専業主婦になった
ので来年は古文書を学ぼうと思っています。１つでも趣味が同じ
方、マイペースに楽しくやり取り出来たらと思います。女性限定で
よろしくお願いします♪

いろはさん
お江戸通り 521番地 2019年2月28日まで

女性
20代

旅行、温泉、音楽、読書、写真、お酒

以前から文通に憧れていました。 色々な方とお話できた
らと思います。 よろしくお願いいたします。

ゆきなさん
ピーナッツ通り 228番地 2019年2月28日まで

女性
20代

読書、ゲーム、文房具屋巡り、コスメ集め

コスメを見て回ったり、文房具コーナーを巡るのがすごく好きです。
インドア派なので休日はもっぱらゲームをして過ごしてます。
色々な方と文通できれば、と思うので同じ趣味の方もそうでない
方からもお手紙お待ちしてます！

マッキーさん
しゃちほこ通り 194番地 2019年5月31日まで

女性
40代

カフェ・パン屋巡り、LIVE、お笑い、国内旅行

はじめまして。子なし転勤族主婦です。学生時代に文通
してたことを思い出し、また手紙を書いてみたいと思い
登録しました。無理せずのんびりやり取り出来る方と知
り合えたら嬉しいです。よろしくお願いします。

きゃりこさん
彩の国通り 231番地 2019年5月31日まで

女性
30代

おたく寄り

白血病陽性、リンパ腫発症の猫と暮らしてます。猫好き
さん大歓迎！ 人様に言う程でもない何気なく、自分の
心に何故か残ったような日常の出来事や、趣味の話など
お聞かせください。

ひよこさん
なにわ通り 259番地 2019年5月31日まで

女性
30代

読書、風景印収集、ご当地フォルムカード、鉄道、美術館
資料館巡り、歴史、古文書学習、着物

おためし入会です。ずっと好きなことは風景印を集めること。旅先
から友人や家族宛に送ったり、交換したり。昔の人の生活が身近
に感じられるような本が好きです。通信講座で古文書を勉強して
います。既婚、子どもがいます。

ちょみさん
越後通り 62番地 2019年5月31日まで

女性
20代

文通、ドライブ、お出かけすること、カフェ巡り、マステや
シール集め、映画鑑賞、アニメ・ゲーム

小学生の頃から文通していて今でも手紙書いたり、レタセやマス
テやシールを集めています。 20代最後の歳で小学生の子供が2人
います！ 趣味に当てはまったり、同じママさんだと嬉しいです！い
ろんなお話をしましょう✳
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ゆきさん
六甲通り 175番地 2019年5月31日まで

女性
20代

読書

華やかな都会の生活から田舎へ出戻り、一歳の息子と自然の中で
暮らしています。ゆっくりとした時間が流れる生活の中に手紙があ
れば素敵だと思ったので登録しました。年齢性別問わず文通でき
たら嬉しいです。よろしくお願いします。

なぎさん
お江戸通り 522番地 2019年2月28日まで

女性
30代

風景印、スタンプ、切手、図書館、ウィンドウショッ
ピング、刺繍、切り絵

風景印や切手を集めるのが好きです。 ポストカードでも
やり取りできたら嬉しいです。

くろねこたん♪さん
かすていら通り 29番地 2019年5月31日まで

女性
40代

ミュージカル鑑賞、読書、映画鑑賞、アロマテラ
ピー

はじめまして、くろねこたん♪です。 皆さんのストレス解消法を紹
介していただけたら嬉しいです。 ひとりの時間を有意義に楽しく過
ごせる方法を模索してます。 文通は初心者ですが心を込めて文字
を綴りますので、どうぞよろしくお願いします。

こまさん
相模ハマっ子通り 216番地 2019年2月28日まで

女性
20代

映画、アニメ鑑賞、読書、紅茶、コーヒー、切手、
ポストカード、レタセ収集

映画やアニメ、本など創作物に触れて考察したり、レビューを書い
たりするのが好きな社会人です。広く深くのインドア派で、最近コー
ヒーと紅茶に凝り始めました。期間限定という言葉に滅法弱いくせ
に情報には疎いので美味しいものを見つけたら教えてほしいなと思
います。レタセはもちろんポストカードでの文通も歓迎です。

ののかさん
お江戸通り 523番地 2019年2月28日まで

女性
10代

読書、観劇、執筆、映画鑑賞、音楽を聞く

日本語が好きです。美しい言葉が好きです。 文通に憧
れていたけれど、今時相手も見つからず…。 そんなと
きに、この文通村を知りました。 お互いを否定しない文
通が出来れば良いなと思っています。

まかろんさん
琵琶湖通り 31番地 2019年5月31日まで

女性
20代

紙モノ集め、本屋さん、雑貨屋さん、100均巡り、
カフェ、お出かけ

こんにちは！インスタでみて興味あり、参加しました♫
色んな方と交流できたらいいなと思います！よろしくお
願いします！文通してまったりしたいです♫

いくまるさん
お江戸通り 524番地 2019年5月31日まで

女性
30代

ハンドメイド、マステ収集、映画、漫画、ONE
PIECE、写真、国内旅行

初めまして！ 転職を機に始めた一人暮らしにも慣れ、趣味を増や
したくて登録しました。 国内旅行はマステやONE PIECEのイベント、
関ジャニ∞(今はゆる〜く応援中)のファンとして繋がった全国のお友
だちの所へ遊びに行く事が多いです。 新しく何かを知る事が大好
きなので、共通点のない方とも繋がれたら嬉しいな〜と思います♪

ぐるぐるさん
しゃちほこ通り 196番地 2019年2月28日まで

女性
20代

読書、嵐 、ドール、ゲーム、ゲーム実況鑑賞、カ
フェ巡り、

文通は小学生の時以来。いろんなことに興味があります
ので、趣味が同じ方もそうでない方も色んなお手紙をや
り取り出来たらと思います。 よろしくお願いします！

カハラさん
もみじ饅頭通り 76番地 2019年2月28日まで

女性
20代

読書、書き物、音楽を聴く、紙もの、文房具

ファンレターを書くことが多く、そこから文通にも興味が出て、少し
前から始めてみました。 V6、TOKIO、TEAM NACS、Chimaをゆ
るく応援中。吹奏楽やジャズバンドの経験があるので、そういう曲
も好きです。 好きなものを好きなように追うタイプですので、流
行には疎いですが、いろいろお話ができたらいいなと思っています。

カメセツさん
かすていら通り 30番地 2019年2月28日まで

女性
60代

散歩と読書

一人が好きだけど孤独は嫌いな60代です。趣味は、ほどほどの範
囲で、ウォーキングに近い散歩とぼちぼちの読書をおこなっていま
す。アンチエイジング！！と声を大にすることなく、ぼちぼちと年
齢を重ねていけたらなと思っています。文字を書くことで日々を送っ
ていけたらと思い、入会を希望しました。
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スミレさん
彩の国通り 232番地 2019年5月31日まで

女性
20代

アニメ、漫画、イラスト、ロリィタファッション、レ
ターセット集め

手紙を書くことが好きなので、色々な方と文通を通して仲良くなり
たいです(*´ω`*) 猫、和風なもの、甘いもの、創作(オリジナル漫
画)なども好きなので、共通点のある方はぜひ文通友達になりましょ
う！ アニメ、漫画は最近の流行には疎いですが基本的に苦手なジャ
ンルはないのでお互いのオススメなども語り合えたら嬉しいです。

みつばさん
彩の国通り 233番地 2019年2月28日まで

女性
40代

刺しゅう、パッチワークなどの手芸、ご朱印めぐり

はじめまして。我が家は、中２の息子と小４の娘、夫の４人家族
です。今は、特にパッチワークにはまっています。手紙を書くのが
大好きで、中学生の時は遠方の友達と文通をしていました。４０
代になり、ふとその頃の楽しかった手紙のやりとりが懐かしくなり、
文通を再び始めたくなりました。どうぞよろしくお願いします。

ソフィーさん
しゃちほこ通り 197番地 2019年2月28日まで

女性
10代

自然や動物と触れ合うこと、運動すること、スイーツを食べ
ること、シールやレターセット集め

お互いの日常の出来事や、好きなものの話など楽しく出来たらい
いなと思ってます。結構なんでも楽しめる性格なので、色んな人と
色んな話をしたいと思っています！今はまだ行けないけど将来いろ
んな国を旅行したいと思ってるので最近英語を頑張ってます。気軽
にのんびりよろしくお願いします〜☺︎

とらじままさとさん
常陸の国通り 54番地 2018年5月31日まで

男性
40代

読書、同人（イラスト、エッセイ、コピー本や便箋
づくり）、ゲーム、カラオケ

学生時代はよく文通してましたが今は皆メールしたり個人情報保護
法とかで、もうできないな、と思っていました。とても嬉しいです！
特技は空手、趣味は創作、カラオケ、イラストです。どなたか手
紙・イラスト交換しましょう!!


