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第220号

2019年1月15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。

女性
40代

ジンタさん
ちゅら海通り 6番地

2019年7月15日まで

女性
20代

女性
40代

プー子と桜姫さん
六甲通り 124番地

2019年4月15日まで

男性
40代

叶夢さん
2019年4月15日まで

はじめまして。昔、文通してたなぁ。って、何気なく検索して、文
通村を知りました。私は、音楽を聴くことが大好きです。米津玄師・
高橋優をよく聴きます。ハンドメイドも楽しくて毎日、何かしてま
す。田舎生まれ田舎育ち。自分探しで今は大きな街に住んでいま
すが、なかなか大変です。いろんなお話ができたらいいですね。
よろしくお願いします

中原文也さん
お江戸通り 536番地

さるぼぼ通り 37番地

2019年4月15日まで

以前入会してましたが、再入会しました。年齢に関係なく色々な人
と交流したいです。休日は、ドライブに行き珈琲を飲んだりスイー
ツを食べ、またその地域のお店に行き買い物をして楽しんでます。
最近は実家の手伝いを率先して行ってます。平日は新聞をじっくり
読み忙しい日を送ってます。文通を通してお互いに心を癒し合い、
前向きになれればと思ってます。よろしくお願いいたします。

女性
40代

音楽観賞 ハンドメイド 絵を描くこと カフェ巡り

男性
30代

のぞみさん
読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、温泉、ウォーキング

趣味は、音楽観賞です。高野進一の桜ひらりが好きで
す。プレゼント交換は、出来ませんが、おりがみを同封
さして下さい。レターセットは、花柄が好きです。よろ
しくお願いします

もみじ饅頭通り 77番地

2019年7月15日まで

はじめまして 。 以前、文通村に入村していました 。お仕事が少し
落ち着いたので、またお手紙を書きたくなり入村しました 。 メー
ルやLINEは便利ですが、お手紙の方がきっと気持ちが届くと信じ
ています！ 心を込めてお返事を書きます。 どうぞよろしくお願い
します＾＾

音楽観賞

女性
40代

お江戸通り 328番地

散歩、空を眺める、食べること、おしゃれ、劇団四
季など 。

ラジオ体操、詩の朗読、オラクルカード、レターセット集
め(学研ステイフルやホールマーク)
再度の入会です。私は小1の子がいるシングルマザー。忙しい毎日
で文通はホッとできる大切な時間です。様々な地域に住まれる方
とのご当地の話や、ほのぼのとした日常のよもやま話をお手紙の
中でおしゃべりできたら楽しいなと思っています。同じワーキング
マザーの方、よろしくお願い致します。

すみれさん

2019年4月15日まで

ももりんごさん
阿波の国通り 23番地

2019年4月15日まで

トレッキング、ウォーキング、ライブ鑑賞、スヌー
ピーグッズ集め、美容
はじめまして。何か新しい事を始めたいと思い、お試し
入会しました。ゆっくりしたペースで文通して下さる方、
よろしくお願いします。

女性
20代

りぼんさん
しゃちほこ通り 202番地

2019年4月15日まで

詩や小説を書くこと。音楽鑑賞。カラオケ。etc…

読書、カラオケ、食べ歩き、紙もの、旅行、手紙、
料理、サンドウィッチマン

埼玉県内のショッピングセンターで雑貨(アクセサリー·根つけ等)を
販売する傍ら、文芸同人誌を主宰しています。 ｢十五歳のアリア
杉尾優衣｣と検索すると私の著書などが出ます。 2016年に、三年
半、同棲した方と離別し今は寂しい毎日を送っています。

好奇心旺盛で色々な事に興味があります。色々な趣味の方と
色々なお話がしたいです。年齢問わず楽しい文通をしたいなと思っ
ています。紙モノ収集も大好きです。便箋足りずバラセになる事
もあります。ポストカードでもミニレターでも気軽にやり取り始め
たいです。
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女性
20代

2019年1月15日

紫苑さん
かすていら通り 33番地

2019年4月15日まで

女性
30代

読書(漫画＆小説)、創作、花、神社巡り、御朱印
集め、猫、TRPG
初めまして。紫苑と申します。 日常の中にほんの少しの非日常を、
と思い登録しました。字はあまり得意ではなく、練習にもなればと
思っています。読書が趣味ですが、小説だと決まった作品ばかりに
手を伸ばしておりますので、お勧め等があれば、是非。猫のよう
に自由気ままではありますが、ご縁があればよろしくお願いします。

女性
40代

ブルーさん
しゃちほこ通り 203番地

2019年4月15日まで

女性
30代

あめんぼさん
ピーナッツ通り 231番地

2019年7月15日まで

女性
20代

ももさん
六甲通り 177番地

2019年7月15日まで

女性
20代

とちおとめ通り 72番地

2019年7月15日まで

貯金する為にコスプレからお絵描きメインにシフトしたオタクです。
腐ok・地雷無し。流行ジャンルには遅れてハマる傾向アリ。福本作
品/刀剣/GANTZ/逆裁/pkmn/弱ペダ/JOGIO等 イラスト交換とかし
てみたいです。 他には、ジェルネイルとビリヤードに夢中！婚活
経験あるので、恋バナや婚活話も( ﾟ∀ﾟ) ※女性の方のみ、文通相
手募集してます。

女性
20代

いくみんさん
杜の都通り 88番地

2019年4月15日まで

読書、マンガ、アニメ、ゲーム、音楽、カフェ、写
真撮影
「文通」という言葉に惹かれて始めました。手紙を書くのは小学生
以来なので、どんな感じなのか少し楽しみです。私の周りにはあ
まり、アニメやゲームなどを語れる方がいないので少しでも語れ
たら嬉しいです。よろしくお願いします！！

女性
30代

micoさん
上州三山通り 54番地

2019年4月15日まで

文通・読書・映画鑑賞・音楽鑑賞

28歳です。図書館に行ったり、ライブに行ったり、日記
を書いたり、100均を巡るのが日々の息抜きになってま
す。ゆるく楽しく手紙のやりとりをできたらいいなと思っ
ています。

桃いちごさん
ピーナッツ通り 232番地

ちーすけさん
ネイル、イラスト、コスプレ、カフェ巡り、カクテ
ル、恋バナ(婚活話)、ビリヤード

読書、音楽鑑賞、文房具、紙もの

女性
30代

2019年4月15日まで

初めまして☆ 石原ふとみです★その名の通りデブリンです! 寝る事
好き！食べる事大好き！運動大嫌い！共感できる方、お話出来た
らいいなぁ^^ ちなみに私、精神疾患があって無職です；；よく鬱
になって撃沈してますが、自虐ネタに変えて乗り切るようにしてま
す！ 少し？ペースが遅いかもですが、気長に待って下さる方！宜
しくお願いします☆つい笑顔になる文通が理想です♪

読書、音楽鑑賞、料理、刺しゅう、散歩、アイス
クリーム
はじめまして。趣味の話や日常のちょっとしたこと、心
温まる話など、やり取り出来たらうれしいです。文通初
心者ですが、よろしくお願いします。

出雲通り 18番地

小鳥さんとenjoy、文通、コスメ、文房具、彼氏と
デート、手芸

レターセット&切手&ポストカード集め、読書、テ
ディベア集め、占い、猫。
旦那と子ども一人と猫一匹と暮らしています。小学生の頃からレター
セットや紙モノを集めるのが楽しみで、コツコツ集めて時々、手紙
を書いています。もっとレターセットを活用したいなと思って文通
村に登録しました。よろしくお願いします。

石原 ふとみさん

2019年7月15日まで

マステ、レターセット、紙モノ、音楽、映画、カ
フェ、ゲーム、漫画等
ご覧いただきありがとうございます！ 既婚／子供なし/ 色々な話を
したいと思いはじめてみました☻ ヴィジュアル系、kーpop、欅
坂46がだいすきです☺️ 色々な方と文通したいです。 申し訳あり
ませんが男性はごめんなさい。

初めまして。動物が大好きで、犬・猫を飼っています。
以前、ハムスター・ハリネズミも飼っていました。お互い
のペースでのんびり楽しく文通できたら嬉しいです。よ
ろしくお願いいたします。

女性
30代

さくらいろさん
桜島通り 32番地

2019年4月15日まで

音楽鑑賞、ミスチル、可愛い雑貨、文房具、切手、
レターセット、スイーツ
初めまして。５歳の娘がいます。アラフォーで主婦をし
ております。文通を通して、日常のささやかな出来事な
どいろんなお話が出来たら…と思っております☆どうぞ
よろしくお願いいたします。
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男性
30代

2019年1月15日

ザミさん
常陸の国通り 83番地

2019年7月15日まで

女性
40代

多肉植物とサボテン、V系と嬢メタル＋クラシック、
＋漫画と小説、＋墓場盆地？
昔、少し文通してました。随分前に、ある小さな日記サイトで奇
跡的に文字に生きましたが、あの頃を超える幽かな可能性がある
のは、文通だけかなと思います。ガラホがあれば、独善的CDレ
ビュー記事を書きたいとも思いますが、それはまた別物です。あま
り明るい話題はないですが、変に重くならないようにしたいと思い
ます。この遥かな想いが夕闇の外へ届くように

女性
30代

クレマチスさん
常陸の国通り 84番地

2019年4月15日まで

女性
30代

りーこさん
かすていら通り 34番地

2019年4月15日まで

女性
10代

桃歌さん
2019年4月15日まで

自然や植物が好きで、休日は散歩したり、花を育てたりしていま
す。また、読書や刺繍をしてのんびり過ごすのも好きです。 最近
日記をつけはじめ、手書きで文章を書く楽しさを感じています。
誰かを思って便箋や封筒を選び、日常や趣味のことを報告し合え
たら、と思い登録しました。 趣味の合う方はもちろん、違うご趣
味をお持ちの方も大歓迎です！よろしくお願いします。

ゆにさん
お江戸通り 538番地

彩の国通り 235番地

2019年4月15日まで

読書、映画鑑賞、お洒落
ラストティーンエイジ、大学生です。 古い映画が好きで、休みの
日は名画座を巡っています。リヴァー・フェニックス、ウィノナ・ライ
ダーのファンです。 愛読書は山田詠美の『放課後の音符』です。
色々なものに興味があります。口下手ですが、文章を書くのは好
きなので入村しました。

女性
20代

がちゃこさん
六甲通り 178番地

2019年7月15日まで

猫3匹います。 2018年9月に息子が生まれ、少し余裕が出てきた時
にこの文通村のことを知りました。 あまり人と話す機会が減ってし
まったので、この文通を通して色んな方とお話ししてみたいです。
育児でなかなか手の込んだ料理が出来ないので、時短で美味しい
料理のレシピを教えていただければ嬉しいです！

女性
20代

読書、刺繍、自然、花、旅行、カフェ巡り、英会
話、フルート

女性
20代

丸エリ子さん

猫、料理

はじめまして。小さな頃、友達やいとこのお姉ちゃんと文通してい
て楽しかったことなにより、手紙をかくことがすきだったことを思い
出してまた誰かと文通することで繋がれたらいいなぁと思って入会
しました。何気ないことをいろいろ話せたら嬉しいです。よろしく
お願いします。

茶畑通り 116番地

2019年4月15日まで

病も経験し苦労の多い半生でしたが、今は子供がいないのんびり
専業主婦です。好きなものが多いです。普段は自宅カフェ。音楽
を聴きながら、牛乳たっぷりのインスタント珈琲を片手に、テーマ
別の日記帳、スケッチブックやお気に入りの詩集、ノートPCなどを
広げて気ままに過ごしています。字は練習中ですが、文を読んだ
り書いたりが好きです。手紙を通しての交流を楽しみにしています。

読書、食べること、韓流

女性
20代

相模ハマっ子通り 221番地

詩集・美術・音楽・自然鑑賞、文具、自宅カフェ、どうぶつ
の森、日記、写真、お絵かき、猫、文

ヨガ、読書、音楽、お菓子作り、ドライブ、食べ
ること、旅行、アロマ
はじめまして。旅行好きな方国内、海外のおすすめな場所や食べ
物など教えていただきたいです^_^ 最近ハーブを育てはじめまし
た。来年は野菜作りにも挑戦したいと思っています。色々な方とお
話しできたら嬉しいです。女性の方限定でお願いします。 よろしく
お願いします。

ルイボス村のルーシーさん

2019年4月15日まで

映画鑑賞、ドラマ、ショッピング、温泉、岩盤浴
はじめまして 文通は初めてですが長くゆるく続けてくだ
さる方大歓迎です！ 共通の趣味がなくても色々お話しし
たいので是非お手紙ください！

まっきーさん
相模ハマっ子通り 222番地

2019年7月15日まで

文通、マステ、レタセ集め、旅行、映画、カフェ
巡り
はじめまして。まっきーです。 文通が好きで10年くらいやっていま
す。休みの日は映画を観に行ったりカフェ巡りをしたりしています。
色んな趣味の方、様々な年代の方とお話したいです。 ぜひ文通し
ましょう！

女性
30代

めまもさん
お江戸通り 539番地

2019年7月15日まで

紅茶、音楽、読書、漫画、ゲーム、ハンドメイド、料理、
文房具、海外ドラマ、映画、動物
インドア系多趣味の主婦です。夫と猫と犬の、二人と二匹でのほ
ほんと暮らしています。 季節的にも編み物をしたり、ゲームをした
り、YouTubeを見ながら過ごしています。 美味しいものを作って、
食べることも好き。 あとは…海外ドラマと洋画が好き。 自分につ
いて沢山書いてしまいましたが、少しでも何か琴線に触れましたら
是非、お気軽にお手紙ください。
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女性
20代

2019年1月15日

りきのしんさん
伊勢通り 46番地

2019年7月15日まで

女性
10代

国内旅行、ドライブ、カメラ、ゲーム、アニメ、
音楽、ものづくり(ミシン、DIY)
初めまして。私はLGBTで、性別に悩みがあります。一人暮らしの
会社員です。文通が好きで、書く字は大きいほうです。あ
と、HSP気質です。全国のいろんな方とやりとりできたらうれしい
です。宜しくお願いします。

女性
30代

紗維さん
ピーナッツ通り 233番地

2019年7月15日まで

女性
10代

みじゅさん
上州三山通り 55番地

2019年4月15日まで

女性
20代

さやちさん
めんこい通り 42番地

2019年4月15日まで

2019年4月15日まで

文通を細々とやってみたいと思い立ち登録させて頂きま
した。 趣味は浅いものが多いので、教えて頂けたりす
ると嬉しいです。 よろしくお願いします(ー_ー)!!

女性
30代

さかなのにたのさん
しゃちほこ通り 204番地

2019年4月15日まで

読書、映画鑑賞
文通に前から興味があって、初めてやってみようと思い
登録しました！ 日々の日常的なことを穏やかに書きあえ
たら嬉しいです

女性
30代

美容、心理学、KinKi Kids、美容、小説やポエム
を書く、ドライフラワー作り
書く事が大好きです。ほんわかとして癒されるような文通がしたい
と思っています。多趣味で好奇心旺盛なのでいろんなお話をしてく
れたら嬉しいです。私もたくさんお話しします。マステ、お笑い、
犬、一眼レフ、邦楽、アイドルも好きです。メンタルで悩む事も
ありますが基本的に明るい性格なので同じくティーンの方から人生
の先輩まで年齢問わず仲良くしたいです。女性のみでお願いしま
す。

六甲通り 179番地

読書、TRPG、イラスト、散歩、掃除、アニメ鑑賞

読書、音楽、博物館・美術館めぐり
はじめまして。3歳と1歳の子供がおり、育休中です。 音楽が好き
で、ピアノと合唱をやっていました。 読書はミステリーが多いです
が、今は時間が取れず読めていません。子供が生まれたことをきっ
かけに、絵本も好きになりました。 文通は初めてですが、よろし
くお願いします。

itosigoさん

らてさん
めんこい通り 41番地

2019年7月15日まで

洋楽、邦楽、K-POP、海外&韓国ドラマ、100均、マステ、
声優、犬猫、motoGP
同じ趣味でなくても構いません！色々な話を聞いたり書くのが好き
で基本的にどんな話題も大丈夫です！バラセ、100均、キャラも
の等レタセにこだわり無い方だと嬉しいです♪1ヶ月～3ヶ月に1回程
のスローペースですが老若男女、短文長文問いませんのでよろし
くお願いします！K-POPや韓国、水どうやドラバラが好きな方だと
尚嬉しいです！

女性
30代

もこさん
桜島通り 33番地

2019年7月15日まで

文通 100均巡り メイク レタセ、マステ、シール集め 節約 ポ
ケモン ディズニー

文通、コラージュ封筒作り、音楽(ライブ)、映画、
スポーツ(１番は野球)観戦、動物

初めまして！今年23歳の社会人1年目♀です。子供の頃に沢山文通
をしていましたが気がついたら手紙を書くことすらなくなってしまい、
またやりたくなって入村しました！レタセ集めや、マステ集め大好
きです♡Pokémon GOしながら散歩したりします。日常のことや、
悩み事など色んなことお話したいなと思います！よろしくお願いし
ます！！

初めまして。30代独身です(彼氏います)。子供の頃から文通が大
好きで文通歴は25年くらいです。最近SNSに疲れたこともあり、今
まで以上にお手紙中心の生活を送りたい！と思い入会しました。
色んなお話ができたら嬉しいです。ステキなご縁がありますよう
に。宜しくお願いします。

女性
20代

もこさん
紀州通り 19番地

2019年4月15日まで

読書、映画、音楽、クロスワード、美術、音楽、花、神社
お寺、健康·美容、美味しいもの、心理学

はじめまして。20代後半です。せわしない日々の中でも、
ゆったりとした時間の流れを感じられそうな文通に魅力
を感じて登録しました。趣味以外の話もしたいし、年齢
性別問わず色々な方とお話出来たら嬉しいです。

女性
20代

ミトさん
越後通り 63番地

2019年4月15日まで

読書、映画、音楽、ドライブ、美味しいご飯屋さ
んを探すこと、短歌、短文
はじめまして。文通に興味をもち、けど文通なんてなかなかする
相手いないよなぁ〜と思っていたところこちらを見つけました。日
常や趣味のこと、いろんなお話ができればと思っています(*´꒳`*)
アニメ漫画も好きなので、オタクな友達もできればと…笑。よろ
しくお願いします！
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女性
30代

2019年1月15日

みちさん
古都みやび通り 103番地

2019年7月15日まで

女性
20代

海外ドラマ、旅行

こぐまさん
なにわ通り 265番地

2019年4月15日まで

手書きのお手紙を書きたくなり入会しました。 のんびり、マイペー
スな性格です。 休みの日は、トレッキングやバードウォッチング、
美術館に出かけたりしています。 レトロな純喫茶でのんびりした
り、パン屋さんめぐりも大好きです。 日々の何気ないこと、ほっ
こりしたことなど些細な幸せを分け会えたらと思っています。

ハルさん
土佐の国通り 26番地

2019年4月15日まで

はじめまして。 23歳で既婚で自宅療養中のふうめろで
す。 いろんな方と文通したくて入会しました。 よろしく
お願いします！

女性
20代

2019年4月15日まで

うなうなさん
しゃちほこ通り 205番地

2019年7月15日まで

映画鑑賞、動物園

刺繍、手芸、シール集め、マステ、バードウォッチング、ト
レッキング、美術館博物館巡り、

女性
20代

相模ハマっ子通り 225番地

カラオケ、ダーツ、料理、音楽鑑賞、漫画、写真、
ネット、文通、手芸

はじめまして。家と仕事場の往復の毎日の中で、何か新しいことを
始めたいなと思っていたところで、文通村のことを知りました。
日々の何気ないことや感じたことなど、ゆっくりとしたペースでい
ろんなお話ができる方に出会えれば嬉しいです。いろんな土地の
方のお話をうかがえればと思っています。よろしくお願いします。

女性
20代

ふうめろさん

近年、字を書く機会が減りましたが、私自身は字を書く
事が好きです。2019年始まって、何が新しいことをと思
い始めました。宜しくお願い致します。好きな事は、映
画やドラマを観る事、動物と触れ合う事です。

女性
40代

静楓さん
なにわ通り 266番地

2019年7月15日まで

音楽、英会話、コンサート、旅行、アクセサリー作
り、スキー、コスメ

ハンドメイド ディズニーリゾートに行くこと ゲーム
ナノブロック パズル

手紙が来るのを待つ時間や相手に想いを馳せて便箋を選ぶこと、
字を書くことが好きで、そこに風情や魅力を感じます。 色々なこと
に関心がありますが、最近は特に楽器演奏に興味があり、いつか
ドラムやサックスが吹けるようになりたいと夢を抱いています。ゆっ
たりとお互い楽しく、息抜きになるような文通ができたらと思いま
す。 よろしくお願いします。

初めてまして、静楓（さやか）です。中1の息子、小4の娘、夫
の4人家族です。新しいことを始めたくてお試し入会しました。
色々な世界が知りたいので、皆さんの大好きを教えてください。
年齢は一切問いませんが、女性限定でよろしくお願い致します。

女性
20代

はるさん
お江戸通り 541番地

2019年4月15日まで

女性
30代

女性
30代

こっこさん
相模ハマっ子通り 227番地

2019年4月15日まで

お散歩、旅行、音楽鑑賞、カラオケ、カフェで読
書、食べることが大好きです♪
ポストに手紙が届いた時の わくわく感がたまらなく好きです。 趣味
や、良かった映画・音楽のお話、日々の何気ない出来事など… 地
域や性別に関係なく のんびりと楽しいお手紙のやり取りができた
ら嬉しいです。 よろしくお願いします♪

うつくしま通り 54番地

2019年7月15日まで

読書、ヨガ、旅行、カフェ巡り、史跡巡り、博物
館、美術館

舞台観劇、ミュージカル観劇、映画鑑賞、自分磨き、カフェ
巡り、音楽鑑賞、文章書き、アニメ、本
保育士として働いています。舞台、ミュージカルが大好きで
す。2.5次元〜小劇団など、あちこち観劇しています。またコーヒー
が大好きで、カフェ巡りをよくしています。色々な職業の方のお話
や、趣味のお話など、沢山聞いて自分の世界を広げたいなと思っ
ています。よろしくお願いします。

つぐみさん

はじめまして。 この時代なかなか直接文通することは難しく、寂し
く思っていました。 日頃の出来事や感じたことを文章にする時間を
持ち、それをお互いに共有できたらいいなと思っています。 夫と二
人暮らしです。 趣味は基本的に広く浅くな性格。 唯一の自慢（？）
は全都道府県を旅行したこと。 手紙を通じて一緒に心豊かな時間
を過ごしましょう。

女性
20代

おかめちゃんっさん
ピーナッツ通り 235番地

2019年7月15日まで

読書、料理、ドライブ、旅行、文章を書く事、食
べる事。
はじめまして。手紙を書くのが大好きな20代です。多趣
味なので、どんなお話でも出来ると思います。よろしく
お願いします！
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第220号
女性
30代

2019年1月15日

いくらさん
もみじ饅頭通り 82番地

2019年4月15日まで

女性
30代

野球観戦、陶芸、旅行、陶器市巡り、温泉、スマ
ホでマンガを読むこと、読書
はじめまして。 お試しで入村させていただきました。 会社と家の
往復で変化のない日々なのでここで色んな人と繋がりが持てれば
と思います。 知らない方との文通は小学生の頃以来ですが手紙を
書くのは好きなので新しい趣味にしたいです。 年齢性別問いませ
んがゆるく長く続けてくださる方希望です。 よろしくお願い致しま
す。

女性
30代

かなさん
しゃちほこ通り 206番地

2019年4月15日まで

女性
20代

あーと。さん
越後通り 64番地

2019年4月15日まで

女性
30代

まめこさん
さくらんぼ通り 31番地

2019年4月15日まで

男性
20代

女性
20代

和泉まゆきさん
しゃちほこ通り 208番地

2019年7月15日まで

お絵描き、サイクリング、お散歩、お菓子作り、お裁縫、
カラオケ、華道、アニメ、万年筆
一人暮らしの27歳会社員です。ふと昔、お会いしたことのない方
と文通をしていたことを思い出し、また文通をしてみたいと思いま
した。地域や老若男女問わず、楽しい話、他愛のない話、悩みや
愚痴などいろんなことを共有できたら嬉しいです。（ゆっくりでも
長く文通できる方だと嬉しいです！）初心者でございますが何卒
宜しくお願い致します。

おげんさん
お江戸通り 543番地

2019年7月15日まで

読書（漫画も）ラジオ、古書店・古着屋・カレー屋
さん巡り
服や雑貨が好きです。趣味の話も楽しみですが日常の
話や食べ物の話も聞いてみたいです。お互いのペース
でやりとりができれば嬉しいです。お待ちしております。

女性
50代

なおちゃんさん
しゃちほこ通り 207番地

2019年7月15日まで

水泳、読書、映画、園芸
明けましておめでとうございます。文字を書く機会が減り何か良い
ことないかな～と探してこちらへ辿り着きました。50代で再婚、人
生いろいろありますが、手紙を書く楽しみ、届く楽しみが日々の生
活に元気をもたらしてくれたら嬉しいです。文字は下手です。誤字
脱字だらけで、赤ペン先生が必要かもしれませんが、気にせず気
長に友達になっていただける方いませんか？

女性
40代

散歩、旅行、写真、寺社巡り、音楽・美術鑑賞、
読書、茶道
はじめまして、まめこです。何気ない話、趣味の話ができる方と
やりとりできれば嬉しいと思い入村しました。自然の中を散歩した
り、旅行に行って風景や寺社に行ったりするのが楽しみです。クラ
シックの演奏会や美術館にも時々行きます。写真を撮るのも好き
なので、写真のやり取りをしてくださる方も大歓迎です。ぜひよろ
しくお願いします。

2019年4月15日まで

30代に足を踏み入れ、繋がっているからこそ書けないことが、SNS
では増えてきてしまいました。例えば、週末に弾丸で海外旅行に
行ってきたこと。なんだかんだ言って旦那さんが大好きなこと。た
まーに、贅沢しちゃったこと。文通ははじめてですが、ゆるく情報
交換しつつ、たくさんお話できたら嬉しいです。よろしくお願いい
たします。

美術館巡り、画廊、ポストカード、写真、人形、
散歩、ものづくり、アート
はじめまして。昔から美術や作る事が大好きです。行きつけの画
廊があります。遠出が苦手なので、色々な展覧会や美術のお話を
聞きたいです。独身ですが大切な彼と時々行く美術館鑑賞が楽し
みです。３ヶ月お試し入会です。年齢問いませんが、女性の方の
み。お願いします。

お江戸通り 542番地

海外旅行、国内旅行、飛行機に乗ること、読書、ドラマ鑑
賞、舞台鑑賞、紅茶を集めること

散歩、radikoタイムフリー、スプラトゥーン２
はじめまして 11歳の息子が居ます。 もうそろそろ子離れしなきゃ
かな？と勝手に思ってます。自分の時間ってどう過ごすか分からず
家でじっとしてる事が多いです。 遠出はあまり出来ませんが電車
に乗るのが好きです。カクノの万年筆を買ったのでそれを使ってお
手紙やり取りしたいです♪

りんさん

秋吉さん
六甲通り 180番地

2019年4月15日まで

読書、ゴルフ、マステ集め
子供の頃、楽しんでやっていた文通が懐かしくなり、登
録させていただきました。日々の事、趣味の事、のんび
りやり取りさせて頂けたら、嬉しいです。

女性
20代

ゆりあさん
六甲通り 181番地

2019年4月15日まで

音楽鑑賞、ゲーム、読書、アニメ鑑賞、ステッカー
コレクション、マステ集め、カメラ
昔から人にお手紙を書くのが好きで久々に誰かにお手紙を書きた
いと思ったのがきっかけで文通を始めようと思いました。のんびり
やり取りが出来ればと思います。音楽はsumika、UNISON
SQUARE GARDENにハマってます。 カメラやチェキで写真を撮る
のが好きなので写真の交換等もしたいです！！ 色んな話がしたい
です。 どうぞ宜しくお願い致します。
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第220号
女性
10代

2019年1月15日

わさびさん
ピーナッツ通り 236番地

2019年7月15日まで

女性
30代

映画をみること、散歩すること、珈琲をのむこと、
ねむること、夜更かしすること
はじめまして。まだ出会ったことのないひとの色んなことばに出会っ
てみたいと思い入村いたしました。 グラタンと黄色と映画とシュー
ルさがとびきりすきです。 大切に文通できればいいなと思ってい
ます。 どうぞよろしくお願いします。

女性
20代

はるいろさん
ちゅら海通り 37番地

2019年4月15日まで

女性
60代

あげはさん
古都みやび通り 104番地

2019年4月15日まで

男性
20代

ひじりちゃんさん
2019年4月15日まで

2019年4月15日まで

遠く遠く離れたどこかの誰かさん、始めまして。 私はアリスといい
ます。 この広い世界のどこかに住んでいます。 文章を書くのが好
きなので文通を初めてみようと思います。 どんな話題でもいいで
す。 楽しいお話をしましょう。 誰かさんからのお手紙待ってます。
それでは、さようなら。

女性
40代

さくかずさん
ピーナッツ通り 237番地

2019年4月15日まで

Mr.Children大好きな40代主婦です♬ 今年小学生になる息子と夫
の、3人暮らしです。私も今年小学生ママデビューです（笑） 音
楽のこと、子育てのことなど、色々お話出来たら嬉しく思います。
よろしくお願いします(^^)

女性
40代

てとらさん
さぬき通り 31番地

2019年4月15日まで

読書、本屋巡り、映画鑑賞

既婚の子なしの40代女性です 友達も居ず 仕事場と家の
往復の毎日です ホッコリ出来るような手紙でのやり取り
が 出来たらなぁと思っています

さきいかさん
かぼす通り 26番地

きびだんご通り 64番地
手芸、ピアノ、ゲーム

読書 散歩 占い

女性
20代

アリスさん

音楽鑑賞

田舎の跡取り娘です。 毎日畑と家を往復するだけの
日々です。 筆無精ですが、お許しいただける方を探し
ています。

六甲通り 182番地

2019年4月15日まで

韓国ドラマが大好きで毎日観てます！日本のドラマも少し(朝ドラ
など)韓国語も勉強していますがまだまだ。。文章を書くのが下手
なんですが以前から文通してみたいと思って入会してみました！よ
ろしくお願いします(^.^)

怪談を読むこと

女性
40代

さがん通り 16番地

韓国ドラマ、K-POP、カップラーメン

イラスト制作、読書、映画鑑賞、語学学習、旅行、
料理、ジョギング
はじめまして。文通を通していろいろな方とお話をしたいと思い、
お試し入会をしてみました。字はあまり綺麗ではありませんが、手
紙は書くことは大好きです。年齢性別問わず、みなさんのお話を
お聞かせ願えたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

ゆん太さん

2019年4月15日まで

音楽、猫、ドライブ、読書、飲み歩き
はじめまして☺︎ ジャンルを問わず、自分の知らない新
しいことを知るのが好きなので、みなさんの趣味のこと
などたくさんのお話が聞けたらうれしいです！ のんびり
とお手紙交換しましょう^ ^

夫と小学生の子ども三人の五人暮らしです。飲食店の自営業をし
ています。子どもの頃、文通していたことを懐かしく思い出しまし
た。バタバタの毎日ですが、何気な日々を気軽に話し合えたらと
思います。よろしくお願いします。

女性
30代

ななさん
なにわ通り 268番地

2019年7月15日まで

ハンドメイド 天然石集め 刀剣乱舞 100均巡り ネイ
ル
はじめまして。 昔文通をしていて懐かしくなり登録しま
した。 会社と自宅の往復なので文通を通して色々なお
話ができたら嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
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第220号
女性
40代

2019年1月15日

こざるさん
とちおとめ通り 73番地

2019年4月15日まで

男性
20代

カフェ巡り、器集め（陶器市に行ったりします）
こんにちは。結婚から14年。夫婦二人暮らしの40代です。今年は
ワクワクすることを始めてみようと思い、文通をすることにしました。
一人でカフェを巡ったり、雑貨や器などのお店をのんびりウィンドー
ショッピングすることが好きです。今年は美術館巡りなどもしたい
なと考えております。どうぞよろしくお願いします！

女性
20代

青 りさこさん
なにわ通り 269番地

2019年4月15日まで

女性
30代

クリームパンさん
いよかん通り 33番地

2019年4月15日まで

女性
50代

ゆき柴さん
六甲通り 184番地

2019年7月15日まで

女性
40代

女性
50代

ともまるこさん
彩の国通り 236番地

2019年7月15日まで

読書、ウォーキング、手芸、塗り絵
手紙を書くことが、以前から好きでした。最近は手紙を
書くことが減ってしまい寂しく思っていました。そんなと
き文通村を見つけました。おばちゃんですが、お友だち
になっていただければと思います。

さくらさん
六甲通り 183番地

2019年4月15日まで

美術館、音楽鑑賞、読書
好きな絵を観たり音楽を聴きながら静かに過ごすのも、
賑やかな場所に出かけるのも、どちらも好きです。気楽
に文通をさせて頂けたら嬉しいです。どうぞよろしくお
願い致します｡･*･:♪

女性
20代

ニコニコケーキさん
さくらんぼ通り 13番地

2019年4月15日まで

文通、カフェ巡り、温泉、映画、音楽鑑賞、旅行、
マステ、シール、紙モノ など
こんにちは！ 同じ趣味の方やいろんな方と文通を通して
趣味や日々のことなど色々なお話が出来たら嬉しいです＼
(^-^)／ 宜しくお願いします！

女性
50代

読書、TVドラマ、音楽鑑賞、珈琲、ご朱印集め、
西国三十三所巡り、ゴルフ
子供2人は独立、夫は単身赴任、私はパートですがひとりの時間が
多くなり、心にポッカリ穴が！ そんな時この文通村の存在を知りま
した。 色々な地域の方と手紙のやり取りが出来たら素敵ですね。
よろしくお願いいたします。

2019年7月15日まで

大学生です。忙しい日々の合間に、手書きでやり取りできるのん
びりした時間があればいいなと思い入村しました。これまでは部活
一筋でしたが、今は就活に熱中しています（笑） 心が疲弊して迷
走していく様子も含めてお付き合い下さると幸いです。文通初心
者ですが、あたたかい文章が書けるよう頑張ります！

カフェ巡り、美術鑑賞、旅行、英語、雑貨屋さん
巡り
手紙が好きで、友達とは書きあいますが、文通は初めてです きち
んとした、暖かく優しい手紙の交換がしたいです 年齢は問いませ
んが、既婚者ですので、女性の方でお願い致します ゆっくり交換
したいと思います

古都みやび通り 105番地

サッカー、ボクシング、温泉・美術館巡り、ハリポ
タ、スターウォーズ、キングダム

文具集め、百均巡り、ガーデニング、ハンドメイド、読書
（漫画も活字も）、勉強、コーヒー、創作
しがないポストカード屋さん兼アクセサリー作家です。多趣味人間
ですので貴方の趣味や推しについて思う存分にお書きください。
たぶん興味出します。最近は英語の勉強をしているので英文での
お手紙もOKですよ。百均巡りが趣味なので、セリアやダイソーの
便箋が多いです。また、誤字大帝を名乗るほど誤字が多いので、
それらを許せる方はお手紙ください。

ジャブ祭りさん

ちよみさん
ピーナッツ通り 238番地

2019年4月15日まで

読書、漢字検定、海外旅行
50代に入ったばかり、いまだに気分は30 代ぐらいのままです。ス
マホに振り回されて疲れ、少しのんびりとしたリズムで生活を楽し
みたいと思っています。 主人との関係にも悩み、色々な方たちと
の交流を通して、新な気付きを得たいと思っています。最後に救っ
てくれるのはネットではなく、やっぱり人と人がモットーです。

女性
30代

まいさん
彩の国通り 237番地

2019年4月15日まで

美術館、雑貨、文房具、カフェ、スイーツ、一人カラオケ、
コスメ、新宿でショッピング、猫
猫が好きで現在一匹(♂)飼っております。 ヘアドネーションのため
に髪を伸ばし中です。 もともと手紙を書くのが好きで、友人知人
の誕生日などには送っていますが、全然知らない人と文通するのっ
てどんな感じだろう？何か新しいことを始めてみたいなと思い入会
いたしました。
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第220号
男性
40代

2019年1月15日

晴れさん
ピーナッツ通り 239番地

2019年4月15日まで

女性
30代

スノーさん
彩の国通り 238番地

2019年7月15日まで

巨人ファン、寝ること、音楽鑑賞、読書、ライブ、
ネット、講演会に月1度勉強！

マステ＆シール集め、一眼レフ、ディズニー、カラオケ、マ
ンガ、アニメ鑑賞、リズムゲーム

初めまして。精神疾患と膝を骨折してます。精神疾患は今では寛
解になりましたが、3カ月に一度、お薬もらってます。ピア募集中
です(^^)収入は少ないけど、それなりに人生を楽しんでます。 精
神疾患で悩んでる方、お手紙下さい。週4日以上は、外出困難で
す。女性の方にはお手紙にシールをペタペタ貼って工夫したいです。
文通どうぞよろしくお願いします！

初めまして、スノーです。 30代で1月末に第一子を出産予定です。
昔から手紙交換をすることが好きで、全国の方とたくさんやり取り
が出来たらいいなあと思っています。 子供が出来るまでは年間パ
スポートを持つほど、ディズニーが大好きです。 趣味のこと、子
育てのこと、お互いのことなど何でも話せたら嬉しいです。 素敵
なご縁に恵まれますように。

女性
30代

おねこさん
桜島通り 34番地

2019年7月15日まで

女性
50代

女性
50代

とみーさん
お江戸通り 545番地

2019年4月15日まで

女性
20代

さやまるさん
彩の国通り 239番地

2019年7月15日まで

女性
40代

女性
20代

みすずさん
ピーナッツ通り 240番地

2019年7月15日まで

読書、映画鑑賞、漫画、アニメ
はじめまして 読書や映画が好きです よろしくお願いしま
す

読書

ほしさん
どんたく通り 148番地

2019年4月15日まで

茶道 社交ダンス ジム通い 習字 お菓子作り 海外旅
行 舞台観劇 お酒
はじめまして。文通を通して色んな方々とお話したいと
思っております。 趣味は習い事です。 最近、ペン習字
をならい始めました。 よろしくお願いいたします。

女性
20代

野球観戦、車(運転派)、ソフトボール、カフェ巡り
文通歴3年です。結婚してますが、まだ子供はいません。 野球は
西武ライオンズを応援してます。ソフトボールは12年ほどやってま
した。色んなお話がしたいので趣味が同じではなくても大歓迎で
す！よろしくお願いします。

映画鑑賞

2019年7月15日まで

今は ミシンで洋服や小物作りをしている時が 大好きな
時間です 一人も好きですが お手紙でつながるご縁も
大切にしていきたいです のんびりな私ですが よろしく
お願いします

筋トレ、映画鑑賞、ドキャメンタリー番組を見る
私は訪問介護職をしています。一対一での人との関わりが好きで、
この仕事を天職と思いました。 50代半ばに、ふと趣味である楽器
演奏や雑貨作りを再開したいな…って、もぞもぞしてるだけで一
歩踏み出せません^_^

お江戸通り 544番地
洋裁

読書(マンガも)、映画・音楽鑑賞、裁縫、刺繍、雑貨屋巡り、
語学勉強(英語・韓国語)、旅行
はじめまして。多趣味でいろいろなことに興味があります。4歳と0
歳姉妹の子育て中です。何もない日は娘たちと図書館に行ったり、
お散歩したりしています。好きな本・映画や音楽の話、趣味の話、
日常のことや子育て話などを通してあらゆる年代の方と交流したい
です。どうぞよろしくお願いします。

ローズさん

苗代苺さん
お江戸通り 546番地

2019年7月15日まで

映画観賞、音楽観賞、旅行、神社お寺、温泉、マ
イブームは花を一輪選ぶこと
気に入った便箋や絵葉書を送る相手が欲しくて入村しました。色ん
な地域の方と手紙交換出来たら嬉しいです。文通初心者なので短
い文からのんびりやりとりしていきたいです。ポストカード好きで
す。便箋のお手紙もお待ちしてます。

女性
50代

ながつきさん
越中通り 36番地

2019年7月15日まで

読書、散歩、珈琲、映画鑑賞
はじめまして、こんにちは。たぶん、日々のことなど、とりとめの
ない手紙を書くと思います。 内向的なインドア派。自然と動物が
好き。流行には疎いです。 年齢の割りにいろいろ未成熟だよなあ
と自分で思っています。文字も子どもっぽいです。
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第220号
女性
30代

2019年1月15日

めぐみさん
しゃちほこ通り 209番地

2019年7月15日まで

女性
30代

ペット、食べること、お酒、カラオケ、レターセッ
トや紙もの集め、筋トレ、お風呂
２匹の猫ちゃんと暮らしています。 毎日忙しい中でほっと一息、大
好きなコーヒーやお茶を飲みながら大好きなレターセットで手紙を
書く時間が欲しくて入会させて頂きました。 仕事の都合でスロー
ペースになることもあると思いますが、宜しくお願い致します。

女性
20代

青葉さん
なにわ通り 270番地

2019年4月15日まで

初めまして。久しぶりにまた文通がしたいと思い入会しました。好
きな本や映画情報を交換し合ったり、オススメレシピを教えていた
だけると嬉しいです♪温かい文字と文字のお届け合い楽しみにして
います！！年齢は問いませんが、女性限定でお願いいたします。

女性
10代

みいさん
2019年4月15日まで

はじめまして。愛犬と遊ぶ時間が大好きなみいです。文房具は集
めるのもお店で眺めるのも好きです。字は得意ではありませんが
丁寧に書こうと思っています。のんびりとお手紙の交換ができれば
嬉しいです。よろしくお願いします。

三毛モルさん
お江戸通り 464番地

2019年4月15日まで

ドール、ビーズアクセ作り、神社参拝、マステ、
動物、写真、映画
初めまして。三毛モルと申します。PNの通り三毛のモルモットを
飼育中です。趣味はいずれも浅く・緩く・マイペースに楽しんでお
ります。遅筆な為、ゆったり気味のやりとりでも大丈夫！という方、
どうぞよろしくお願いします。

女性
40代

かがみさん
しゃちほこ通り 140番地

ゆうさん
どさんこ通り 182番地

2019年4月15日まで

小学生の頃にしていた手紙交換が大好きでした。 普段
の生活では交流のない色んな人と色んな話しを手書きの
お手紙でつながりたいと思ってます。

女性
40代

愛犬と遊ぶこと、文房具集め、ピアノ、音楽鑑賞

女性
30代

2019年7月15日まで

雑誌を読むこと、買い物、食べること

はじめまして。紅茶とチョコとディズニーが好きです。
日常や趣味など、色んなことをのんびりお話しできたら
嬉しいです。よろしくお願いします。

お江戸通り 547番地

彩の国通り 241番地

料理、読書、映画鑑賞、フェスやLIVE参戦、レタ
セやシール集め

音楽鑑賞、カフェ巡り、ディズニー

女性
20代

ひぃー子さん

2019年4月15日まで

読書、映画鑑賞、サスペンスドラマを観る
はじめまして。文通は20年ぶりです。いろいろな年代の方とお手
紙を交換できたら楽しいだろうなと思って入会しました。もちろん、
同年代の方とも手紙を通じてお話しできたら嬉しいです。気軽に
のんびり続けていきたいです。どうぞよろしくお願いします。

とんとんさん
ちょるる通り 44番地

2019年7月15日まで

子供のスクラップブック作り
仕事が休みの日はひたすらボーっとしています。それも大事と思い
つつ、少しもったいないとの気持ちがあります。ゆっくりと、自分
に合うものを取り入れている最中で、文通もそのひとつです。皆
さんのお便りから刺激を頂いて、不精な私が少しでも変わると良
いなぁと思っています。よろしくお願いします！

女性
30代

もみじさん
ピーナッツ通り 242番地

2019年7月15日まで

映画鑑賞、旅行、ジム、インテリア、雑貨、カフェ、
御朱印
はじめまして。小さい頃から習字を習っていて字を書く
ことが大好きで、ご朱印を集めることも好きです。また
転勤族なので、いろんな県の方と仲良くできたらなぁと
思ってます。よろしくお願いします。

