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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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いつきさん
信濃通り 76番地 2019年6月15日まで

女性
30代

読書、旅行、食べ歩き、散歩

慌ただしい日々の中で、ふと誰かと日常の何気ないこと、
ささやかな幸せや楽しみなことなどを手紙でやり取りし
たいなと感じました。 どうぞよろしくお願いします。

かおるさん
常陸の国通り 48番地 2019年6月15日まで

女性
20代

海外ドラマ、コスメ集め、文房具集め

現在妊娠中で新婚生活を楽しんでいます。 ほっこりするようなお
手紙のやりとりができたらいいなと思っています。 悩み相談やそ
の日あった出来事などいろいろな話がしたいなと思っています。 ポ
ストカードや一筆箋、ミニレターも大歓迎です！ よろしくお願いし
ます。

ゆうはさん
古都みやび通り 94番地 2019年6月15日まで

女性
20代

ヴィジュアル系、スタバ巡り、マステ集め、シール
集め、紅茶飲むこと

初めまして｡・:＋° もうすぐ30代になる29歳です！ 大好きな彼氏い
ます(*´ω｀*) ヴィジュアル系が好きで、よく聞いております(*´ω｀
*) 紙モノも大好きで、自分で封筒作ったり便箋デコったりします☆
彡.。 スローペースな文通になるかと思いますが、よろしくお願い
します(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

プーちゃんさん
どさんこ通り 174番地 2019年3月15日まで

女性
40代

読書 ランニング、映画鑑賞、英会話

私は今、体調を崩して専業主婦をしています。 義母が寝たきりで
老人ホームに入っていて、自宅では実母の世話をしています。主
人と私とわんこで仲良く暮らしています。でも最近将来が見えなく
なることもあります。しかし、国内の旅に行くのが夢です。手紙で
相談出来る方募集します。

あやみっきーさん
相模ハマっ子通り 210番地 2019年3月15日まで

女性
20代

旅行、読書、映画鑑賞、文通、ポスクロ、マステ

小学生の時から友達と文通したりと文通歴は長いです。現在一人
暮らししていてミニウサギと暮らしてます。動物が好きで実家には
猫がいます。旅行好きで友達等は勿論1人でも行きます。ディズ
ニー、KiKiKids、関ジャニ∞好きです。 男性の方はごめんなさい。
文通村初心者ですが、宜しくお願いします！

ちるのさん
お江戸通り 517番地 2019年6月15日まで

女性
20代

アニメ、漫画、ゲーム、音楽、映画、動画、ボカロ、美味
しいもの探し、旅行、文房具、小説、海

基本的にインドア派ですがアウトドアなことも好きで意外とアクティ
ブです。 家にいる時はアニメや漫画、ゲームを幅広く嗜んでおり、
とりあえずおすすめされたり話題のものはすぐ見たりプレイしたり
します！ 映画は映画館によく足を運び、家でも見るのでそこそこ
観ております。 同じ趣味の方もそうではない方も日常の話や趣味
の話や何でもできたらいいなと思っております！

みどりさん
しゃちほこ通り 195番地 2019年6月15日まで

女性
30代

読書(主にミステリ)、イラスト、音楽鑑賞、動物、
観劇・ライブ、漫画・ゲーム、他

定期的に文通ができる相手が欲しいと思い仮入会しました。数年
前からミステリを読み始めた初心者。古典はほぼ読んでいません
が、読んだ本について楽しくお話しできると嬉しいです。月に一冊
以上読んでいる方を希望。文通歴はそこそこあり。長文好き。TV
はあまり見ませんが水曜どうでしょうが好き。

まりあさん
とちおとめ通り 70番地 2019年6月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、海外ドラマ、クロスワード

はじめまして。文通を通していろんな方のお話をきいて
みたいです。好きな映画や、おすすめの本、日常にお
きたちょっとしたことを話したいです。
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すみれさん
杜の都通り 85番地 2019年3月15日まで

女性
30代

工作、コーヒー、本屋、インテリア、読書、文房
具

何かを作ること、本屋で数時間うろうろすることが好き
です。昔から字を書くのも好きで、手紙のやり取りを楽
しみたくて登録しました。小さな娘2人をのんびりまった
り育児中です。女性の方限定でお願いします。

優里　輝子さん
ちゅら海通り 35番地 2019年3月15日まで

女性
60代

紅型　写真　

母の介護を終え　娘の独立・・ そして　再婚した主人と　穏やかな
日々を 送ってます・・ 母が逝ってから　始めた　紅型（沖縄伝統工
芸）も　写真撮りも　早５年目に　なりました・・ 手紙を頂く瞬間
の　わくわく感　うれしいですよね　そんな　時間を　共有できた
らと　思います 　

あゆみさん
日向の国通り 21番地 2019年6月15日まで

女性
30代

料理、読書、お取り寄せ、お菓子を食べる

0,12,12,14才の4人の母です。料理が好き(家庭料理ですが)なので、
皆さんのおすすめやご当地料理のレシピ等教えていただけるとす
ごく嬉しいです。市販のお菓子の話でも(笑)お手紙を書く・読む時
間が、自分の癒しの時間になるといいなと思っています。全国・年
代問わず、お友達になってほしいです。宜しくお願いします。

あずきさん
さぬき通り 27番地 2019年3月15日まで

女性
30代

パン屋巡り、ご当地グルメ、国内旅行、海外旅行、
ドライブ、映画、美術館

小学校の時に文通してたな〜！と懐かしくなり登録しました。 社会
人の今は週末何しようかな〜どこ行こうかな〜とか考えながら何気
無い日々を過ごしております。 もちろん上記の趣味のお話でもす
ごく嬉しいですし、その他気軽に日々の出来事や感じたこと、地域
や季節のことなど手紙を通してやりとり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^ ^

蜩さん
しゃちほこ通り 198番地 2019年6月15日まで

女性
30代

読書（偏読）、漫画・映画鑑賞、創作（詩文・球
体関節人形）、カレー屋さん巡り

子なし主婦。広く浅く多趣味。お好きな本や映画、アクティビティ
などご紹介いただければ（時間と体力と経済の許す限り）挑戦し
ます。 体調の関係で休眠中ですが、詩文と人形の分野で作家志望
者でした。互いに鼓舞しあえる創作仲間との出会いも期待していま
す。

ダリアさん
なにわ通り 260番地 2019年3月15日まで

女性
20代

散歩、手紙、絵、美術、和紙、神社、海、花、喫
茶店

統合失調症(障害者)です。泳げないけど、海が好きです。喫茶店
でのお茶、温泉の素、動物、和紙文具、植物のお世話が大好きで
す。映画・ディズニー・ゲーム・漫画・アニメのお話は、有名な作品、
ある程度解ります。スピリチュアル・神様のお話、大丈夫です。不
器用ですが、よろしくお願いします。

るりかさん
お江戸通り 525番地 2019年6月15日まで

女性
20代

宝塚歌劇団、切手・風景印・レターセット・シール集
め、ダイソー・セリア巡り

初めまして。 10代～30代までの女性の方とお互いの趣味について
お手紙でお話したいと思っています。 ダイソーやセリアのレターセッ
トでも大丈夫な方、宝塚歌劇団や切手・レターセットがお好きな方
よろしくお願いします。

みくろさん
杜の都通り 86番地 2019年3月15日まで

女性
20代

ゲーム、海外ドラマ・映画鑑賞、読書、猫、絵を描
くこと

20代後半の子なし専業主婦です。旦那と飼い猫とまったり暮らして
います。独身時代は全く料理をしていなかったのですが、最近そ
の楽しさに目覚めました！趣味が合う方はもちろん、日常のいろ
いろなお話ができる方と文通がしたいです。女性限定でよろしくお
願いします♪

椿さん
お江戸通り 526番地 2019年3月15日まで

女性
30代

ショッピング、カフェ探索、プチプラコスメでメイク研究、
昔はコスプレイヤーでした(笑)

初めましてこんにちは。 最近ふと「手書きの文字」でのコミュニケー
ションがしたくなりました。 趣味は買い物(ウィンドウショッピング
からネットまで)、プチプラコスメ、カフェ探索等々。 無趣味な方
かなと思います(汗) 希望のお相手は地域、年齢は一切問いません
が女性限定でお願い致します。 色んな方と色んなお話がしたいで
す。よろしくお願いします。

みーもさん
相模ハマっ子通り 217番地 2019年3月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、ツムツム、山登り、カフェ巡り

全国の方と文通を通しておすすめのお店や好きな事について教え
て頂いたり出来れば幸いです！私が最近読んだ本は「ツバキ文具
店」観たい映画は「体操しようよ」です。片桐はいりさんが好きで
す！ハリポタも大好きです！今興味があることは、手話、パン作
り、山登り、英会話です。一応、既婚していて男の子二人の母で
す。宜しくお願い致します。
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すみれさん
相模ハマっ子通り 218番地 2019年3月15日まで

女性
30代

シール集め、コスメ集め、手紙を書くこと、フラダ
ンス

初めまして！文通が大好きな、すみれと申します。 趣味はフラダ
ンス、シールやコスメを集めることや可愛いもの、お買い物、紅茶
も好きなので同じ趣味の方と楽しくやり取りしたいです。また、1
歳になる息子もいるので、子育ての話も出来たら嬉しいです！ど
うぞよろしくお願いします(^^)

美灯さん
お江戸通り 527番地 2019年3月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、漫画、ゲーム(乙ゲー、ノベルゲー、RPG
等)、YouTube巡り。

インドアのオタク女子です。 月1.2回映画館に行きます。 休みの
日は好きなゲームをしたり、好きなユーチューバーの動画を見てる
ことが多いです。 趣味が同じ人とは感想等を共有できたら嬉しい
です。 もちろん違う人もお手紙お待ちしております^^

accoさん
なにわ通り 261番地 2019年3月15日まで

女性
20代

手帳、文房具、コスメ、イラスト

LINEスタンプで見かけるようなゆるいキャラクターが好きです。休
日は漫画を読んだり、たまにゲームをします。 長期休暇がとれた
ら旅行に行きたいな、といい続けて数年経ちました。 職場と家の
往復だけで終わる毎日に、柚子茶片手に手紙を書きながらのんび
りする時間をつくりたいです。

ひろさん
六甲通り 176番地 2019年6月15日まで

女性
30代

絵を描くこと 観劇

紙に触れる感触がとても好きです。 きれいな色を見つけると嬉しく
なります。 気まぐれでレターセットを手作りしたり、絵封筒をやっ
てみたり、お気に入りの便箋を探してみたり。 マイペースにお気
に入りを紹介し合えるような文通がしたいです。 よろしくお願いし
ます。

みかどさん
お江戸通り 528番地 2019年3月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞

はじめまして。みかどと申します。 小・中学生の頃文通をしていた
ことがあって、また文通してみたいなぁと思いこちらに登録してみ
ました。 趣味は読書したり映画を見ることです。 いろんな年代の
方と様々なお話ができたら嬉しいです。よろしくお願いします。

ととみけさん
かすていら通り 31番地 2019年3月15日まで

女性
40代

嵐,東方神起,スポーツ観戦(テレビで), ペン集め

はじめまして。 ととみけです。 ダンナ様と男の子2人(21才と17才)
の4人家族です。 文通、久しぶりに始めたいと思い、お試しからで
すが入会しました。 色んなお話が出来たら嬉しいです。 よろしく
お願いします。

李さん
お江戸通り 529番地 2019年6月15日まで

女性
20代

ペットと遊ぶ、読書(漫画＆小説)、ゲーム、美容、
服、インテリア、音楽鑑賞、英会話

初めまして。字を書くのと人の字を見るのが好きで文通を始めよう
と思いました。漫画やゲームは90年代〜10年くらいのちょっと古い
ものが特に好きです。たくさんの方と日常の何気ないことからお互
いの趣味まで、色々なお話が出来たら嬉しいです。

ユージンさん
信玄通り 18番地 2019年6月15日まで

男性
30代

プロレス観戦、ライブ参戦、イラスト作成・観賞、
プラモデル作成、読書

はじめまして、何か新たな事に挑戦したいと思い文通を始めようと
思いました。初心者ですがよろしくお願いします。 趣味で休日は
プロレスやライブを観に行きますのでその時の出来事や日常で感
じた事などをやり取り出来ればと思っております。

クロペンさん
どさんこ通り 179番地 2019年3月15日まで

男性
30代

読書・ドライブ・作文・工作

LINEに少し疲れていて、ゆっくり文字を書く時間が欲し
いと思い始めました。月一ぐらいで見る飛行機雲みたい
に、時々お便りの交換ができると嬉しいです。字は綺麗
に書けませんが、よろしくお願いします。

あささん
お江戸通り 530番地 2019年3月15日まで

女性
30代

カフェで読書や手帳書いたり(カフェは居心地を重
視) ハーフマラソン完走経験あり

30代女性です。大病を患い、治療中の身ですが、これ
を機に自分の生き方を改めて考え直している最中です。
犬、猫飼ってます。悩みごとも含め、様々なことをゆっ
くりやりとりできれば嬉しいです！お待ちしてます！
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ききさん
どんたく通り 147番地 2019年3月15日まで

女性
20代

アニメ・漫画・特撮、写真、洋服、買い物、カラオケ、神社
巡り、カフェ巡り、ゆめかわグッズ集め

近頃会社と家の往復になってしまったので、何か新しいことを始め
たいと思い入会しました。 サブカルチャーが全般的に好きで、わ
りと何でも読んだり見たりします。アメコミ・ディズニーとか、ビ
レヴァンにあるのはだいたい好きです お話聞くのも好きなので、
お手紙を通していろんなお話出来たらな、と思います。ご縁があ
ればよろしくお願いします。

Sallyさん
古都みやび通り 101番地 2019年3月15日まで

女性
20代

猫探索、読書、珈琲、音楽鑑賞、美術館巡り、映
画鑑賞、語学、剣道、サイクリング

昔から手紙を書くことが好きで、お手紙を通して新しいお友達がで
きたらいいな、と思い登録しました。斜に構えず、些細な事でも
気軽にお話できると嬉しいです。 動物、とりわけ猫が大好きです。
男女問わず、お手紙もポストカードも何でも大歓迎です。よろしく
お願いします。

おまめさん
ちょるる通り 43番地 2019年3月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、食べ歩き、アニメ、ゲーム

書店勤めをしているおまめです。 オットとワンコの2人
と1匹生活です。本を読んだり映画を観たり、お酒を飲
むのが好きです。ゆっくりのんびり文通できたら嬉しい
です。よろしくお願いします。

まーぶるちゃんさん
信玄通り 19番地 2019年3月15日まで

女性
50代

読書、愛猫と遊ぶこと、文通、になるといいな！

５０歳になりました。子供たちも大学生になり、ようやく一息つき
ました。専業主婦なので、施設にいる義母の容体が急変しない限
り、時間的余裕があります。私に必要なのは、気分転換！良き出
会いに恵まれることを願います。

いぬとねこに、よろしく。さん
ちゅら海通り 36番地 2019年6月15日まで

女性
40代

絵本、写真、映画、カフェ、読書

はじめまして。猫が好きです。昔は犬のほうが好きだったんです
けど、最近は、時間を見つけては猫や空の写真をよく撮っています。
多勢でいるよりは一人でいることが好きです。人見知りですが、
文通してくださる方には心を込めてお手紙を書きます。よろしくお
願いします。

さくさん
茶畑通り 114番地 2019年3月15日まで

女性
30代

コーヒー　音楽　読書　たまに自宅でヨガ

はじめまして。専業主婦で、園児の二人娘を育児する
日々です。手紙を書くことで、じっくり落ち着いた時間を
持てたら良いな、と思いました。女性の方限定でお願い
します。

玲さん
どさんこ通り 180番地 2019年3月15日まで

女性
20代

ピアノ、カラオケ、一人旅、御朱印集めなど

大学生です。ぼんやり海を眺めたり、気ままに旅に出たり…。カ
ラオケは大好きで、かなり頻繁に通っています(笑)あまり字が綺麗
ではありませんが、丁寧に書きたいと思います。趣味が合わなくて
も、穏やかで優しいお手紙のやりとりをしていただける方であれ
ば、是非ペンフレンドになりたいです。よろしくお願いします！

しらこさん
なにわ通り 262番地 2019年3月15日まで

女性
20代

カメラ、音楽鑑賞、ライブ、読書

はじめまして、しらこと言います。一児の母で現在育休中です。久
しぶりに丁寧な文字を書いてみたら気持ちがすっきりしたので、定
期的に文字を書く機会があればと思い登録してみました。 綺麗な
字は書けませんが、どなたとでもゆるりと文通できればと思ってい
ます。よろしくお願いします。

はんちゃん。さん
とちおとめ通り 71番地 2019年3月15日まで

女性
30代

雑貨屋さん巡り、カラオケ、音楽鑑賞、ゲーム、
食器集め、文房具集め

不妊治療、妊娠糖尿病を経て2018.7に娘を出産しまし
た♡ 大人ガーリー、キャラもの、可愛いものがとにかく
大好きです( *´艸｀*)

ハマゆはさん
しゃちほこ通り 200番地 2019年3月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、アニメ、声優、ライブ、旅行、
シャニライ、生涯学習

幼い頃から手紙を書く・読むのが好きな子供でした。急に恋しくな
り、文通を始めることにしました。以前からの興味と将来の為に登
録販売者の資格勉強中。ゆずのライブに年1回行くのが楽しみの1
つです。また、アニメ（特にうたプリ）と声優ヲタクです。年齢性
別問わずお話したいです。よろしくお願いします。追記、腐系女子
なのでそちらの方の話も大歓迎です！
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鈴蘭さん
相模ハマっ子通り 220番地 2019年3月15日まで

女性
30代

キャンプ、切手、ファッション、器集め、インテリ
ア、ハンドメイド

はじめまして。 バタバタと忙しい毎日の中で、お手紙を読んだり
書いたりする時間を少しでも持てたら素敵だなと思って登録しまし
た。二児の母です。 女性の方で日々のこと、趣味のことなどお話
しできたら嬉しいです。

きよんさん
お江戸通り 531番地 2019年3月15日まで

女性
30代

歌う、絵を描く、散歩、読書

はじめまして。単身の会社員です。手紙を書くのが好きで、また
書いてみたいと思い入会しました。鳥が好きです。合唱(ゴスペル)
は学生時代からしています。画材や文房具を見るとわくわくします。
特に女性の同年代の方とお話しできたらうれしいです。

あやこさん
茶畑通り 115番地 2019年3月15日まで

女性
30代

散歩、読書、ぼーっとする

少しでも楽しそうなことに近づきたい気持ちで文通をし
たくなりました。 仕事の都合で引っ越したばかりです。
のんびりお茶を飲みながら会話してるように手紙をした
ためられたらいいなあと思っています。

せぶんさん
桜島通り 30番地 2019年6月15日まで

女性
40代

海外ドラマ・映画鑑賞、小物作り、紙もの、ロック、
ギター、犬

子無し専業主婦、柴犬を飼っています。何かしら物つくりが好きで、
最近ではレジンアートにはまっています。海外ドラマが大好きです。
字が下手で恥ずかしいのですが、色々な方と仲良くなれればと思
い入村させていただきました。宜しくお願い致します。

なるさん
桜島通り 31番地 2019年3月15日まで

女性
20代

カフェ巡り、カメラ、スヌーピー、旅行、いきものがかり、
ジブリ、パンお菓子作り、切手集め

はじめまして。 手紙を書いたり、手作りすることが好きな28歳で
す。 好きな歌手は、いきものがかり、ゆず、コブクロ、絢香、
SMAP です。J-POP 聴きます。 どちらかと言うと文化系です。 カ
メラを持ち歩いてカフェ巡り、旅行することが好きです。 文通を通
して皆さんと趣味のことや、日常のことなどほのぼのお話出来たら
嬉しいです。よろしくお願いします。

タエコさん
しゃちほこ通り 201番地 2019年6月15日まで

女性
20代

ジャニーズ、読書、美術館巡り、コスメ集め

学生時代に文通をしていたので、お手紙を書くことが大好きです。
大人になってからはなかなか機会がなかった為、たくさんの方と知
り合えたらと思います。 年中の息子がいますので、子育ての話や
趣味の話、日常の色んなお話をしましょう(^^) ちなみにジャニーズ
はキンプリが好きですが、他のグループの話もwelcomeです★

やまちゃんさん
お江戸通り 532番地 2019年6月15日まで

女性
30代

マステ、シール、紙モノ、カフェ巡り、映画、ネイ
ル、文通、劇団四季

初めまして！夫と2人暮しの主婦です。アパレル関係の仕事をして
います。趣味の他に、ディズニーリゾートやマステなどの文房具系
のイベントに行くのも好きです。お互いのペースで楽しく文通でき
たらと思います。素敵なご縁がありますように。

まくらんさん
さぬき通り 28番地 2019年6月15日まで

女性
40代

子供と一緒にゲーム

子供の頃から悪筆で、子供の連絡帳を書くのも嫌だし、職場での
メモ書きですら避けたいと思っていましたが、最近子供が硬筆を始
めて、自分もペン習字を始めました。 文通しながらノンビリ文字
の練習が出来たらと思っている方、一緒に文通してみませんか？
よろしくお願いします。

はるかさん
お江戸通り 534番地 2019年3月15日まで

女性
20代

水族館、プラネタリウム、ラジオ、読書、甘い物
を食べる、猫

街並みや植物・鳥を眺めたり、ラジオを聴くのが好きです。 お休
みの日は水族館やプラネタリウム、植物園等に行ったり、カフェで
甘い物を食べたりして過ごしています。 日々のなんでもない出来
事や趣味について、のんびりとお話し出来たら嬉しいです。

ちゃんまるさん
もみじ饅頭通り 78番地 2019年3月15日まで

女性
20代

野球観戦、旅行、映画鑑賞、食べること

昔友達と文通をしていたことをふと思い出し、試しに登
録してみました。カープと楽天のファンで、旅行に行くこ
とが好きです。よろしくお願いいたします。



第219号 2018年12月19日
7　　

ガラナさん
なにわ通り 263番地 2019年3月15日まで

女性
20代

プロレス観戦　読書　資格取得　編み物　ペット

ここ数年は新日本プロレスに熱中しています。編み物はかぎ針編
みが得意で読書はファンタジー系児童書が好きです。資格取得も
好きで今も勉強中です。ペットはフェレットがいます。文通は不慣
れですが皆さまとホッコリとするやり取りができればと思います。

ゆあんさん
ピーナッツ通り 230番地 2019年3月15日まで

女性
50代

DIY。雑貨屋巡り。珈琲。

人生の折り返しを迎えて日常にゆとりを持てるようになりました。
これからは自分の時間を大切にし新しい人脈や知識を増やし
色々なことを気の向くままに挑戦し人生の冒険を楽しみながら まだ
まだ輝き続けたいと思ってます。文通村の入村も挑戦の１つであ
り色々な方と言葉を綴り心を紡ぎ「縁」を繋げるような…そんな
「ふみ」の交換ができたら嬉しいです。

あおぞらさん
なにわ通り 264番地 2019年3月15日まで

女性
50代

手芸(フェルト) radiko コーヒー

日々の生活に光が灯ればな～と思っています。趣味が違っても全
然かまいません。。遠近関係なく、色々な人とお話出来ればなと
思っています。年齢性別問いませんので、よろしくお願いします。
動物が苦手なので、動物を飼っておられない方がいいです。

ののさん
もみじ饅頭通り 80番地 2019年6月15日まで

女性
20代

読書、映画、音楽、カメラ、旅行など。

28歳。既婚。子ども無。 昨年結婚し、旦那の地元へ遠方から引っ
越してきました。近くに友達も家族もおらず旦那も多忙で、人との
出会い繋がりがあればなぁと思い登録しました！ 趣味や仕事、
日々の暮らしの小さな出来事、悩み事など、お互いのペースで文
通できれば幸いです＾＾

ルーンムンさん
お江戸通り 537番地 2019年3月31日まで

女性
20代

コスメ、メイク、ファッション、漫画、アニメ、BL、

コスメはオーガニック系、洋服は古着、好きな漫画はALL OUT!!で
す。好きなアニメは鉄血のオルフェンズです。BLは好みはありま
すがいろんなジャンルを読みます。好きなことを打ち明けられず、
話す機会がないので１つでも趣味が共通だったり、趣味が合いそ
うだったり、そうでない方も色んな世界を知りたいので、手紙を通
じて繋がれたらいいなと思っています。

ケンケンさん
どさんこ通り 181番地 2019年3月31日まで

女性
50代

ヨガ　旅行　映画　手芸(レース編み・がま口作
り…)

還暦間近です。2人の子供は自立。実家の処理・墓じまいを済ませ
時々宇宙人の母を呼んで時々フッとぼけの夫となかなかスリリング
な毎日です。お酒は飲めませんが…ウーロン茶で酔っ払っている
のか？と言われます。どうぞよろしくお願いします。

ムーミンさん
ピーナッツ通り 226番地 2018年6月15日まで

女性
70代

読書、韓流、風水、コミック

年齢は70才に入るところですが、精神はいたって若く
（つもりです）まだまだ現役で頑張っています。やりた
い事は沢山ある中の一つが文通です。よろしくお願いし
ます。


