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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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冬野みどうさん
なにわ通り 144番地 2019年4月30日まで

女性
20代

音楽(聴く・演奏・作曲)、FMラジオを聴く、雑貨屋
巡り、料理

最近一人暮らしを始めました。うつ病と向き合いながら書店員とし
てゆったり働いています。ぜひ誰かとゆっくり文通がしたい！ 性別
年齢問わず、趣味と日常のこと、悩みなどたくさんの話題を共有し
たいです。みなさんからのお手紙お待ちしてます！

えいちさん
相模ハマっ子通り 223番地 2019年4月30日まで

女性
20代

読書、旅行、温泉、記念館巡り

休日は海に行ったり、小さな記念館を巡っています。
日々の生活や、趣味の事をやり取り出来たらいいな、と
思っています。 文字はあまり綺麗ではありませんが、よ
ろしくお願いいたします。

まひるのまひろさん
なにわ通り 267番地 2019年7月31日まで

女性
20代

村上春樹さんの本、海外文学、公園を散歩、洗濯、岩盤浴、
夏の暑さを満喫すること、普通の料理

どちらかというとクリエイティブ系と呼ばれる職種で、休日も一人
で過ごすことが多いのであまり新しい出会いがありません。 友達
とワイワイするのは苦手なので、静かなコミュニケーションができ
ればと、参加しました。 仕事の忙しさに波があるので、気長にや
り取りしていただけると嬉しいです。 28歳です。どなた様もよろ
しくお願いいたします。

Lisaさん
茶畑通り 117番地 2019年7月31日まで

女性
20代

お洒落.カフェ.雑貨.旅行.アニメ.スノボ.KPOP.ヨガ.神社.読書.
都市伝説.劇団四季

ゆるい日常を送る主婦です。コーヒーが好きなのでお休みはカフェ
に行ったり旅行をしたり、家でまったり過ごしたりのんびりと散歩
をすることも多いです。カフェ、旅行好きさん仲良くしてください。
今まで全然KPOP聞かなかったのに最近よく聞いています。KPOP
やオルチャンファッションなど詳しい方教えてください。アニメも好
きなのでアニメ好きさん仲良くしてください。

まめさん
いよかん通り 34番地 2020年1月31日まで

女性
40代

読書

ペットのゴールデンレトリーバーが友達で、やや引きこもり気味の
生活。読書好きで、読みやすい本があれば、紹介してほしいです。
去年パートをやめてから、職についていないので、仕事探しの悩
みもあり、人生イロイロです。

まりもさん
もみじ饅頭通り 83番地 2019年4月30日まで

女性
30代

スポーツ観戦(野球、プロレス、サッカー、陸上)、音楽、鉄
道、離島、生物、田舎、自然

こんにちは！文通という響きに懐かしさを感じ、登録してみました。
文章力はないですが、文字を書くのは好きです!　のんびりやりと
りできればと思います(^-^)好きなものがたくさんあるので、趣味
の合う方は是非!　よろしくお願いします♪

もみこなさん
さぬき通り 32番地 2019年7月31日まで

女性
30代

書道　読書（まんが含む）ピアノ　空間収納　お灸　伊藤
若冲　こえび隊 瀬戸内国際芸術祭

初めまして。 ネットから知り合いメールのやり取りをした経験はあ
りますが文通は人生で初体験です。 異なる趣味の方も歓迎です。
ただ、ジャニーズ、アイドル、韓流は苦手なのでお話への共感が
難しいことはご了承ください。 一筆箋、ポストカードも歓迎です。
のんびり穏やかに文を交わせたら良いな、と思ってます。よろしく
お願いします。

きゅあさん
茶畑通り 118番地 2019年7月31日まで

女性
20代

野球観戦、ネイル、美容、ファッション、文房具、ゲーム、
漫画、ペン字、ハンドレタリング

初めまして！今年30歳になる兼業主婦です。小学生と幼稚園児
に3人娘がいます♪ 可愛いレターセットやシールが好きで、お手紙
を書くのも大好きです♪ 日常のお話や趣味の話など、他愛ない内
容でも心のこもったお手紙のやり取りを、のんびりできたらと思い
ます。 ポストカードやミニレター等も大歓迎です♪ よろしくお願い
します♪
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りんさん
なにわ通り 272番地 2019年7月31日まで

女性
20代

映画、旅行、猫、御朱印あつめ、紅茶、読書(小説・
詩集・漫画等)

29歳になる専業主婦です。過ぎていく日々の中に何か形として残
る繋がりや楽しみがあったら素敵だなぁ、と思い文通を始めること
にしました。散歩道にほころび始めたつぼみを見つけた時。通り
がかったお店から甘く優しい香りが漂っていた時。そんな生活の中
の小さな彩りやすてきな出来事を、お手紙でそっと交換しあいま
せんか？色々なご本や映画のお話等も出来たら嬉しいです。

カフェインさん
ピーナッツ通り 241番地 2019年4月30日まで

男性
30代

以下、全て始めたばかりです。 料理、小説書き、イラスト
描き、ルアー釣り、読書

2018年10月からピーナッツ通りに住み始め、その前は東北で両親
と住んでいました。 今回文通(こうゆうのは初めて)する目的は、全
国に男女関係なく話せる友人がほしい、自分の文章力向上の為で
す。どうぞ宜しくお願いいたします。

ひまわりさん
ピーナッツ通り 243番地 2019年7月31日まで

女性
60代

音楽やラジオを聴いています。

はじめまして。私は人と話しする事が苦手です。色々な
方々のお話を聞けたら嬉しいです。母の介護を終えて逝っ
てから 孫、小五年生男の子を見てます。宜しくお願いし
ます。

ゆーさん
茶畑通り 119番地 2019年4月30日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞

こんにちは(*^^*) 私は主婦をしてます。 ふと、誰かと文通したい
なぁと思い、こちらに登録してみました* ざっと好きなものを書いて
みます。 読書(難しいものは読めません笑) 映画(邦画8割 洋画2割
です) 猫 犬 写真… あとは社交ダンスをやってました。 よろしくお
願いします(*´꒳`*)ﾟ*

みさねさん
いよかん通り 35番地 2019年4月30日まで

女性
20代

読書(ミステリー系)、映画鑑賞、料理、宝塚、特撮、
アメコミ(マーベル)、文鳥

新しいことを始めてみたいと思い、参加しました。仕事が忙しく、
ゆっくりとしたペースでできる方だと嬉しいです。小説は作家有栖
川シリーズや百鬼夜行シリーズが好きです。文鳥も飼育していて、
動物も好きです。同じ趣味の方はもちろんなのですが、好奇心旺
盛なので全然違う趣味や生活などについても文通できると嬉しい
です。

スマイルさん
越後通り 65番地 2019年7月31日まで

女性
40代

読書(伊集院静さん)、落語(柳家喬太郎さん・立川談笑さん)、
旅、お茶、メディカルハーブ

40才・未婚・アスパラ畑に捨てられていた猫が相棒。 旅した国(イ
ンドネシア・タイ・台湾・韓国) 美味しいお茶を探しに旅しています。
いつも貧乏旅行です…。 失敗したこと数知れず…そんな時は落語
を聞いて笑い飛ばします。 ゆるく楽しく文通したいです。 宜しくお
願いします。

たかひろさん
なにわ通り 273番地 2019年4月30日まで

男性
30代

読書、ジム通い、映画、アニメ、御朱印集め、コ
コアを飲むこと

ジムで運動するのは好きですが、まったくムキムキではありません！
（笑）ノートに手書きで文章を残すのが好きで、毎日日記を書い
ています。今年から御朱印集めをはじめました。ひとりでこもって
しまうと考えすぎて軽いうつのような状態になってしまうので、ざっ
くばらんと楽しく会話ができたら嬉しいです！

ろっぷるさん
琵琶湖通り 33番地 2019年4月30日まで

女性
20代

読書、ピアノ、サックス、ジャズ、動物と遊ぶこと、
おいしいお店へ行くこと

小さい頃からピアノとサックスをやっていて、最近jazzに目覚めま
した！小説をよく読みます！最近は安部公房さんの本に夢中です！
環境の勉強をしていて、生き物とか森林などにも興味があります。
まったり色んな方とお話ししてみたいです！

まいこさん
古都みやび通り 107番地 2019年4月30日まで

女性
30代

読書、アート鑑賞、ライブ、ひとり旅、お絵描き

初めまして。基本インドア派の単身です。喫茶店で珈琲
と読書、ライブハウスではちゃける、自然の中でぼーっ
と過ごす等の時間が大好きです。好きなものが偏りがち
な私ですが、色んな方とお話できたら嬉しいです。

こむさん
相模ハマっ子通り 228番地 2019年4月30日まで

女性
30代

散歩、美味しいもの食べる、漫画、運動、犬と遊
ぶ

はじめまして。 こむと申します。2019年から自分の落ち着く空間
を見つけるべく、散歩がてら喫茶店やカフェ巡りを始めました。 ま
た手紙からコミュニケーションを図る事で人とのつながりや時間の
大切さを忘れずに日々を過ごせるよう、文通村へ入会しました。
将来は縁側のある平屋で晩酌する事です。 よろしくお願いします。
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さとう。さん
さがん通り 11番地 2020年1月31日まで

女性
20代

ドライブ 猫 スイーツチョコレート 競艇 ヴィジュアル
系

初めまして！21歳 さとう。と申します ドライブ(運転するのも乗っ
てるだけでも)が大好きです！ 競艇は、佐藤翼選手が出走する際
に遊んでます、、あと暇な時に。 佐藤翼選手に因んでさとう。です
（笑） プロレス観戦に興味があり、映像ですが観てます！ 返信ペー
スは少し遅めです。 趣味以外のお話もしたいなって思ってますの
でよろしくお願いします！！

ひまわりさん
なにわ通り 274番地 2019年4月30日まで

女性
20代

読書、宝塚観劇、カラオケ

こんにちは。家と職場の往復のような毎日に、何か心豊かになる
ことを始めたい、と思っていたときに文通村を知りました。家で本
を読むのが好きな未婚一人暮らしです。仕事の話(働くことが大好
きです)、趣味の話(ここ数年宝塚歌劇にはまっています)、恋愛の
話などできたら嬉しいです。文通初心者ですがどうぞよろしくお願
いします。

はるなさん
どさんこ通り 184番地 2019年4月30日まで

女性
20代

映画鑑賞、写真撮影、猫いじり、一人カラオケ

はじめまして！ふと、文通をしたいと思いたちはじめてみました。
ばぁちゃんが昔文通していた人との写真が家にあるのを見たときす
ごくいいなと思いました。今はそーゆーのは難しいと思うんですが、
、柔らかく、ゆっくりと文通できたらと思います。今熱中しているこ
とは、人の写真。ポートレートを撮ることです。よろしくおねがい
します。

かずりんさん
お江戸通り 549番地 2019年7月31日まで

女性
50代

マステ、シール、紙物、文具、筆記具、ほぼ日、
飛行機、

仕事帰りに文房具店や百均を覗くのが楽しみで、50歳ですが可愛
いものが大好きです。猫も好きでよく動画を見たりしています。文
通は初心者ですが、日常のちょっとしたことや趣味のことなど
色々お話できたら嬉しいです。ゆっくりしたペースになるかもしれ
ませんが、どうぞよろしくお願い致します。

六花さん
彩の国通り 242番地 2019年4月30日まで

女性
30代

読書、写真、動物好き、猫大好き、文房具、チョ
コレート、珈琲

夫と子ども(2歳男子)の3人家族。 家事に育児と忙しない毎日だけ
ど、誰かのためにお手紙をゆっくり書いてみたくて登録しました。
慣れるまでは自分のことを話すのは少し苦手ですが人の話を聞くの
が大好きです。お手紙を通して色々なお話ができたらいいな、と
思っています♪ 既婚のため女性の方とお手紙交換できると嬉しいで
す。

こばこさん
上州三山通り 56番地 2019年4月30日まで

女性
20代

ハンドメイド、消しゴムはんこ、絵画、猫、スイー
ツ、旅行、映画、散歩、植物

猫好き、ハンドメイド好きな女子です。 ハンドメイドは主に消しゴ
ムはんこ、水引き、アクセサリー、ぬいぐるみを作成してます。
旅行も大好きなので、お互いにいろんな場所やお店の情報交換や、
ハンドメイド品の話など出来たら嬉しいです。 もちろんその他の
話も歓迎です！ まずは、同性の方優先でお話させてください〜！

なごみさん
相模ハマっ子通り 229番地 2019年4月30日まで

女性
40代

ランチ&喫茶店探し、読書、お昼寝、ストレッチ、フィギュ
アスケートテレビ観戦、お参り

手紙を書く事が好きです。 主人と2人暮らしです。 美味
しい物が好きな食いしん坊です。 食べ物屋さんや喫茶
店を探すのが好きで、食べ歩きをしています。 どうぞ宜
しくお願いいたします。

みちさん
とちおとめ通り 75番地 2019年4月30日まで

女性
30代

読書　映画鑑賞　ピアノ　クラシックのコンサート
に行くこと　ウォーキング　美術館　

何かと慌ただしい今の時代に、誰かに手紙を書いて返事を待つと
いうのんびりとした感じがいいなと思い、始めてみようと思いまし
た。 日常の何気ない事や相談、好きな事についてなどやり取り出
来たらいいなと思っています。よろしくお願いします。

さおりさん
お江戸通り 550番地 2019年4月30日まで

女性
20代

ウォーキング、料理、ミュージカル、オペラ鑑賞、
美術鑑賞、英会話、アクセサリー作り

初めまして！中学生の時に文通をしていたのですが、懐かしく思い
こちらに登録させて頂きました。また現在療養中なもので、
日々の楽しみになればと。趣味が一緒な方や、そうでない方とで
も文通してみたいです^^* ちょっとした日々の事など文通出来れば
と思います！

すずっこさん
めんこい通り 43番地 2019年7月31日まで

女性
40代

読書、音楽鑑賞、御朱印、コーヒー、ラジオ、プ
チ菜園

はじめまして。小さい頃に文通をしていたので、懐かし
くて始めてみました。 仕事と家の往復なので、日常生活
に楽しみが増えればと思っています。
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とうふむすめさん
加賀の国通り 31番地 2019年4月30日まで

女性
20代

Perfume/ダンス/ピアノ/読書/インドネシア語,英語/宇宙,星/
料理/トマト/お笑い

文字を書くこととレタセ集めが好きなので文通村始めてみました♪
ほうじ茶をはじめ日本茶や紅茶が好きで、高校野球やバスケ、テ
ニスなどのスポーツ観戦も好きです。 今後挑戦したいと思ってい
るのは、将棋とアコースティックギターです。 お互いの趣味や
日々のささいな出来事、悩み事など文通でやりとりできたらいい
なと思っています(*´ー｀*)

なおさん
うつくしま通り 56番地 2019年4月30日まで

女性
30代

映画鑑賞、マステ集め、紙もの、工作、ハーバリ
ウム、ほぼ日手帳

字を書くのが大好きです。同じような趣味の方からそう
でない方まで仲良くなれたらうれしいです。文通初心者
なので、不慣れな所もあるかとは思いますがよろしくお
願いします。女性限定でお願いしたいです。

みらさん
相模ハマっ子通り 230番地 2019年7月31日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、ジム、文具集め、イラスト、ア
ニメ、メイク

返事は、早かったり遅かったりします。小学校の友達と
文通していたのですがしなくなってしまい、またしたい
なと思い始めようと思いました。

むーさん
伊勢通り 48番地 2019年4月30日まで

女性
20代

読書、洋裁(初心者)、写真、旅行、登山、カフェ巡
り、アニメ

初めまして( ´Ｏ` )！少し前から文通に興味があり、今年やってみ
ようと思い入村いたしました。 色んな方の色々な日常などのお話
をやりとりさせて貰えると嬉しいです。 色んな場所に行き写真を
撮ったり、カフェでぼーっと読書をするのが好きです。 よろしくお
願いします(◍′◡‵◍)！

あさくささん
お江戸通り 551番地 2019年4月30日まで

女性
20代

献血、散策、読書

はじめまして。 もうすぐ節目、この期にお顔を知らない方とやりと
りしてみたいと思いました。 日々の楽しみは季節折々の花を見に
行くこと、それから平日夜の水族館です。 風船を飛ばすような気
持ちで、お便りのやりとりをしていただけたら幸いです。

ぶんぶんさん
お江戸通り 552番地 2019年4月30日まで

女性
50代

読者　音楽鑑賞　カフェ巡り　ウォーキング

昔からお手紙書くのが大好きでした。もちろん貰うのも大好き。で
も最近郵便箱に入ってるのはチラシやDMばかり。自分も連絡はラ
イン専門で、手紙やハガキなんて過去の遺産になりつつあるのか
と思ってたところ、文通村の存在を知りました。きれいな便箋、記
念切手も大好きです。男女問わず、いろんな方とお手紙交換でき
たら、嬉しいです。

あみまささん
もみじ饅頭通り 84番地 2019年4月30日まで

男性
30代

ドライブ、旅行、スポーツ観戦、お笑い番組鑑賞

はじめまして、あみまさと申します。中学時代にしていた文通の楽
しさを、また経験したくて文通村に入会しました。アウトドア派で、
スポーツ観戦（プロ野球、プロレス、バスケット）旅行（今年は
北海道に行きたい）など色んな所に行っています。年齢、性別、
趣味問わず手紙を通して多くの人とコミュニケーションを図れてい
けたらと思っておりますので、よろしくお願いします。

まぁこさん
きりたんぽ通り 28番地 2019年4月30日まで

女性
30代

裁縫、卓球、DIY

いろんな方と文通したく登録いたしました。 新婚の30代
です。 犬、ジャニーズ好きです。 年齢、性別気にしま
せん。 よろしくお願いします！

桜子さん
しゃちほこ通り 211番地 2019年7月31日まで

女性
20代

読書(漫画も)、映画鑑賞、文房具集め 美術館巡り
など

字を書くのと人の字を見るのが好きで 文通をしてみたくなり登録し
ました。現在、美文字を目指しテキストとにらめっこ中。癖のある
方が好きです 笑。顔も名前も知らない文通だからこそ話せること
から、何気ない日常のことまで色々話せたら嬉しいです。男女問
わず、お便りお待ちしております。宜しくお願いします。

にんぷさん
六甲通り 186番地 2019年4月30日まで

女性
20代

トライアスロン、水泳、マラソン、ゲーム、ホラー
漫画を読むこと

はじめまして！28歳、妊娠していて6月出産予定のにんぷです(^^)
妊娠前はトライアスロンやアクアスロン、水泳が大好きで大会に
もよく出ていました！ 妊娠をきっかけにスポーツ辞めましたが、ま
た育児しながらスポーツしたいです！ また初めての妊娠で色々不
安です。 明るく話が出来る方一緒にお話したいです(*^^*)
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レフアさん
相模ハマっ子通り 231番地 2019年7月31日まで

女性
40代

フラダンス、サッカー観戦、温泉・銭湯巡り

夫婦二人と、猫二匹で暮らしています。子供はいません。家族の
同居介護をやり遂げ、今は趣味を楽しみながら医療関係の仕事を
続けています。学生時代に長い間文通をしていましたが、また、
いろんな年代の方や趣味の違う方とも、お手紙で交流したくなりま
した。久しぶりお手紙ですのでゆっくりペースかもしれませんがよ
ろしくお願いします。

しほさん
信濃通り 77番地 2019年4月30日まで

女性
20代

イラスト　読書　ヨガ

イラストが好きです。特にアナログが好きで色鉛筆や透明水彩を
見るとうきうきします。絵本を手作りしてみたことも。本は詩集か
ら小説、雑学書まで、気になったものはなんでも読みます。いろ
いろな方の考え方に触れたいので、性別・年代問わずお話してみ
たいです。よろしくお願いします。

ゆめみさん
六甲通り 187番地 2019年4月30日まで

女性
10代

読書、ゲーム、お散歩、漫画

読書が好きで、色々なジャンルの本を手当り次第に読ん
でます。漫画は普通のものから腐、百合まで幅広く読み
ます。オススメの本や漫画を紹介して語り合いたいです！

にたまごさん
伊勢通り 49番地 2019年4月30日まで

女性
30代

絵葉書·シール·マスキングテープ収集、ご当地ゆる
キャラ

初めまして。30代半ばの子なし主婦です。人付き合いが少し苦手
で、ゆっくりと過ごすのが好きです。子供がいないので、子育て
の話しはできないんですが、同じ子なし主婦の方々と、のんびり
と色んな日常をお話ししたいです。字はあまり綺麗とは言えず、
文通をすることで美文字になっていけたらなぁと思います^^;よろし
くお願いします。

なっちゃんさん
なにわ通り 275番地 2019年4月30日まで

女性
20代

読書、筋トレ、岩盤浴、温泉、映画鑑賞、美味し
いものを食べる、お酒

はじめまして。一人暮らしの25歳の会社員です。猫が好きです。
美味しいご飯のお店を開拓したり、ミステリーを読んだりするのが
好きです。いろいろな年代の方と沢山お話ししてみたいと思い、
始めてみました。日常の些細なことでも、趣味のことでも、色ん
な話をしてみたいと思っています。楽しく文通できればと思います。

ふゆみささん
相模ハマっ子通り 232番地 2019年7月31日まで

女性
50代

読書、ゲーム、温泉、サスペンスドラマを見る

子供も独立して、一人暮らしを楽しみながらフルタイム就業で絶賛
終活中です。成人過ぎてからオタクに目覚めて、いまはのんびり
好きなものは好きよね〜と漫画を読んだりゲームしたりして過ごし
ています。最近は米津玄師と欅坂46、世界の終わりの歌がお気に
入りです。 今年こそ本格的な一人旅をしたいです。

まことさん
ちゅら海通り 38番地 2019年4月30日まで

男性
70代

庭いじり、新聞、孫とのLine

出張で色々な都道府県へ行った経験から地理に詳しく、ニュースを
楽しんでいる様子。少し体力も衰え、家でぼんやり過ごしてるの
で、文通を勧めました。本人は筆不精で嫌だと言っていますが、
もともと人付き合いは好きな父、始めて見れば楽しいと取り組ん
でくれると思います。ご理解いただける方よろしくお願いいたしま
す。沖縄在住です。（息子代筆）

いしちゃんさん
きりたんぽ通り 29番地 2019年4月30日まで

女性
30代

カフェ巡り、絵本集め、お手紙を書くこと、マスキ
ングテープ集めなど

好きなもの ／／ カフェ巡り、コーヒー、絵本、雑貨屋さん、パン
屋さん、靴下、くまのがっこう、ディズニー、お手紙書くこと etc..
ゆったりな時間が好きです＊子育ても仕事も頑張りたいです^^素
敵なご縁がありますように∞゜

トモさん
杜の都通り 89番地 2019年4月30日まで

女性
30代

御朱印、切手集め、

NEWSツアーは2016年から毎年行ってます♪ 同じ趣味の
方よろしくお願いします♪

ゆりなさん
さがん通り 18番地 2019年4月30日まで

女性
30代

ハンドメイド 消しゴムはんこ 100円ショップ ドライ
ブ

はじめまして(*^^*) 子どもの頃してた、文通を思いだし
懐かしさを感じて、またしてみたいなと思いこちらに登
録してみました。 三児の母です(^ー^) よろしくお願いし
ます。
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たまこさん
お江戸通り 554番地 2019年4月30日まで

女性
30代

御朱印集め、切手収集、京都、奈良、寺社仏閣、歴史、レ
ターセット、ポストカード、旅行、温泉

初めまして。文通を通して同じ趣味の方と色々なお話しがしたいと
思っています。また、自分の知らないことも教えて頂きたいです。
心のこもったやりとりがしたいです。心身ともに健康な女性の方を
希望致します。どうぞ宜しくお願い致します。

ゆうゆうさん
きびだんご通り 65番地 2019年7月31日まで

女性
60代

園芸（庭いじり）・野鳥観察

ずっと夫婦二人きりの生活です。結婚したら、子供は普通に恵ま
れるものと思っていましたが・・・。飼い猫も２０年生きて亡くなり
ました。猫を飼いたいと思いますが、自分たちの年齢を考えてあ
きらめました。夫婦でトレーニングルームに通ったり、旅行を楽し
んでいます。

みゆつんさん
ピーナッツ通り 244番地 2019年4月30日まで

女性
30代

メモ・レタセ・マステ・シールを集め、アニメ、漫
画

紙モノやシールなどを集めることが好きです。アニメは「ハイ
キュー!!」「ユーリ!!!onICE」が好きです。腐向け漫画を読むので、
大丈夫な方はお話出来たら嬉しいです。年齢問わず、色々な方と
楽しく文通出来たらいいなと思っています。

猫柳さん
火の国通り 30番地 2019年7月31日まで

女性
30代

猫、珈琲、紅茶、散歩、昭和レトロ、ミニチュア、
かぎ針、クラフト・エヴィング商會

はじめまして。 何か新しいことを始めたいと思い登録しました。お
返事はゆっくりめになるかと思います。気負わず、ボトルメッセー
ジを流すようなのんびりとしたお手紙のやりとりもできればと思っ
ています。よろしくお願いします。

もなかさん
砂丘通り 14番地 2019年7月31日まで

女性
20代

気ままに旅行/腕前はともかくｳﾞｧｲｵﾘﾝ、ｸﾞﾗｽﾊｰﾌﾟ/
切り絵/ｹﾞｰﾑ

はじめまして！ご覧頂いてありがとうございます。行きたい場所や、
やりたいことは星の数！なのに、時間が〜休みが〜！分身できれ
ばいいのに、と思う今日この頃です。最近はTRPGや合気道などに
興味が。いろんな場所の、いろんな事をしているかたがたと、文
を通して出会えたらうれしいですヾ(*´∀｀*)ﾉ文通初心者ですが、
よろしくお願いします。

moon.さん
六甲通り 188番地 2020年1月31日まで

女性
20代

文房具・紙モノ集め、映画鑑賞、ゲーム、ライブに
行くこと、ドラム

初めまして、moon.と申します。 文房具と紙モノ集めが好きで
す◎ アニメを観たり、ゲームが好きです。 日常のこと、お悩み相
談などなど たくさんのことをお手紙を通して お話ししていきたいで
す＊ よろしくお願い致します\( ˆoˆ )/

くましげさん
相模ハマっ子通り 233番地 2019年4月30日まで

男性
20代

ラジオ、サイクリング、料理、語学(ドイツ語、英語、中国
語)、ピアノ、相撲観戦、ぬいぐるみ

はじめまして、くましげと言います。 今年の春に結婚を予定してい
る20代です。家庭や仕事以外でも有機的なつながりを見つけたく、
文通を始めてみようと思いました。 趣味、家庭のことはじめ、さ
さいなことも気軽にお話しできればと思います。 年齢性別問わず、
どなたとでもお手紙交換できれば嬉しいです。独・英・中文でのお
手紙もウェルカムです！よろしくお願いします。

ロミカさん
お江戸通り 555番地 2019年4月30日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、朗読、風景画、落語、ジブリ、
お出かけ

色々なことに挑戦してみたいという思いから、文通をしてみたくて、
はじめてみました。 初心者なので、ゆるく楽しくできたらいいなと
思っています。 特に好きな作家さんは森見登美彦さん。 映画は
色々なジャンルをみます。 ジブリやドラえもん、ムーミンなどのほ
のぼのキャラクターが好きです。 文通村でステキな時間を過ごせ
ることを願っています。

ありさん
伊勢通り 50番地 2019年7月31日まで

女性
20代

ゲーム、お絵かき、お買い物、かわいいもの集め、
Perfume

大人になって、新しく人と出会うことがなくなったのを寂しく思い、
文通を始めてみました。 スヌーピー(特にウッドストックという黄色
い小鳥！)とシナモロールとポケモンが大好きです♪ 他愛のない話
をしたり、お相手さんの趣味の影響を受けたりできれば嬉しいで
す。

ちゃんこさん
お江戸通り 556番地 2019年4月30日まで

女性
20代

お昼寝 美味しいものを食べる 文房具集め サンリオ

はじめまして。 相手を想いながら、レターセットや切手
を選んだりする時間が大好きです。 最近は、手話の勉
強をしています。 お手紙届くの楽しみです。
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もんちゃさん
相模ハマっ子通り 235番地 2019年4月30日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、アニメ鑑賞、格闘技、登山、キャ
ンプ、ゲーム、国内旅行

初めまして。もんちゃと申します。 普段は、大学の勉学に励みつ
つ、バイトで一人暮らしをしています。 あまり、何かと縛られるの
が苦手で、緩く生きております(´⊂_｀；) 綺麗な字を書くのは不得
意で申し訳ないのですが、綺麗に書けるよう精一杯努力します。
気軽によろしくお願いします^^

きよさん
土佐の国通り 27番地 2019年4月30日まで

女性
20代

料理、音楽、ギター、ドライブ、旅行、お笑い、散歩、日
記、カフェ探し、のんびり過ごすこと

はじめまして。もともと手書きのものが好きなので、お手紙を通し
て色んな方と繋がりたい思い入会しました。田舎で社会人やってま
す。好きな時間に好きな音楽を聴きながら料理を作ることが幸せ
です◎趣味のこと、日々のこと、お悩み相談など、ゆるりと穏や
かなやり取りが出来たらなぁと思っています。のんびり屋の私です
が、よろしくお願いします。

すぅさん
なにわ通り 276番地 2019年7月31日まで

女性
40代

野菜作り、韓国ドラマ、読書

２人の子を持つシングルマザーです。介護福祉士として
働いています。子供たちが大きくなり、少しだけ余裕が
出てきたときに文通村の存在を知りました。夢は一人旅
です。よろしくお願いします。（字は下手ですが…。）

トンクスさん
めんこい通り 45番地 2019年7月31日まで

女性
20代

サンリオ カフェ マステ 文房具

好きなものはサンリオ（特にキティちゃん） カフェ巡り 文房具 マ
ステ 旅行 社会科 100均めぐり 音楽鑑賞 楽器（吹奏楽やってまし
た） などなど 仕事を頑張った一年だったので、プライベートも充
実させたいと思いこちらに登録しました。

智ちゃんさん
きりたんぽ通り 30番地 2019年4月30日まで

女性
50代

ガーデニング、読書、車

東北に住んでいる52歳です。 趣味は車、読書、ガーデ
ニング。 一昨年に旦那を亡くして寂しい毎日を過ごして
います。 私を元気にしてくれる方、お手紙待っています。

香箱さん
阿波の国通り 24番地 2019年4月30日まで

女性
60代

音楽鑑賞 ガーデニング カメラ撮影 ウォーキング 読
書 かぎ針編み

初めてまして、ハンドルネームは、「猫の香箱座り」から付けまし
た。 猫を3匹飼って居ますがどの子も迷い猫です、そして犬も飼っ
て居ますが仔犬の時に、猫と一緒に犬小屋で遊んだせいか時折、
ニャオワンと鳴くのでびっくりです。 10代の頃に「女学生の友」を
愛読し、ペンフレンド募集に 応募し文通経験が有り片田舎で夫婦
二人暮しの農婦です。

しまきじねこさん
桜島通り 35番地 2019年4月30日まで

女性
40代

読書、万年筆、コーヒー、料理（餃子）、猫、こ
ぎん刺し、離島

鹿児島の離島在住の主婦です。2歳の暴れん坊と、自由すぎる猫2
匹と一緒に大自然の中で暮らしています。玄関には土のついた筍
が置かれていたり、車の中に血だらけの鹿肉が入っていたりする
ワイルドライフを送っております。コーヒーを飲みながら、遠くの
地に暮らすあなたのことを考えながらお便りをしたいです。幅広い
年代の方と文通をしてみたいです。よろしくお願いいたします。

碧さん
相模ハマっ子通り 236番地 2019年4月30日まで

女性
20代

映画鑑賞 写真 読書 ライブハウス ラジオ 古着

小さい頃から文字で何かを伝えることが好きで文通でやり取りをす
ることに興味があります。 どなたかそのやり取りをしていただくきっ
かけになっていただけたら嬉しいなと思っております。 些細なこと
からで構いませんので私と文通してみませんか？ よろしくお願いし
ます。

かあサンタさん
砂丘通り 15番地 2019年4月30日まで

女性
40代

園芸、文通、ウロウロすること（徘徊⁉）

初めまして。私は現在デイサービスで働いていますが、違う業種
にチェンジしようと画策中です。手紙を書くことは国外国内問わず
昔から好きですが、なかなかピンと来る人に出会えなかったです
ね。こんな私に興味を持って頂いたそこの貴女、お手紙をお待ちし
ています。

猫山猫美さん
相模ハマっ子通り 238番地 2019年4月30日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、英字新聞(JAPAN TIMES ALPHA購読中)、
ショッピング、ジブリ

こんにちは。文通初心者の社会人です。 好きな食べ物は宮城県仙
台銘菓の『萩の月』、 はまっていることはアクセサリー集めです。
また、読書や映画鑑賞も好きなので、お薦めの作品があれば教え
てくださると嬉しいです。どうぞ宜しくお願い致します。
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イトスギさん
六甲通り 189番地 2019年4月30日まで

女性
30代

文通、文章を書くこと、読書、料理、体を動かすこ
と

この度文通村に登録させて頂くことになりました、イト
スギと申します。どうぞよろしくお願いいたします。

あかねさん
お江戸通り 557番地 2019年4月30日まで

女性
30代

食べ歩き、温泉巡り、読書、映画鑑賞、断捨離、
ジム、カフェでまったり、茶道

はじめまして。もともと書くことが大好きで、それに加え手紙やは
がきがたくさん家にあるので何か良い使い道はないかな？と考え
ていたところ文通村さんのことを知り、これだ！と思い登録させて
いただきました。 趣味についてシェアしたり、日々のニュースや感
じたことなどを徒然に書いたりする文通が出来れば嬉しいです。も
ちろんそれ以外も大歓迎です！どうぞ宜しくお願い致します。

とみさん
出雲通り 19番地 2019年4月30日まで

女性
30代

手芸、読書、料理、子育て、田舎暮らし

都会の方から田舎にUターン、子育てしながらのんびり暮らしてい
ます。 手芸が好きで子供の服を作ったり、刺繍アクセサリーを作っ
ています。 料理や読書も好きなので、自分の知らないおススメな
どの情報交換が出来たらいいなぁと思います。 家族のことや生活
のことなど、身近な出来事などお話しできたら嬉しいです。

ふみさん
お江戸通り 559番地 2019年4月30日まで

女性
40代

読書・カフェ巡り・雑貨屋さん巡り・編み物

はじめまして 若い頃のように楽しく文通出来たらいいな
と思い登録しました。 人見知りですが、よろしくお願い
します。

つちぐりぼうやさん
お江戸通り 560番地 2019年4月30日まで

女性
40代

編み物、ソーイング、ししゅう、音楽鑑賞、美術館
めぐり（初心者）

はじめまして。夫と犬と暮らしている主婦です。 音楽はヴァイオリ
ンの NAOTO さんが結構好きで主人ともいきます。 ヒグチユウコ
さんやスヌーピーなどが好きです。 あと、編み物もソーイングも
ウェアを作っているのですが、マイペースなので、特に編み物の方
はなかなか仕上がりに時間がかかります。 女性の方限定で、どう
ぞよろしくお願いします。

朱雀 ゐぶきさん
さくらんぼ通り 33番地 2019年4月30日まで

女性
20代

マステ、メモ帳、文房具、カフェ、麻雀 アニメ、読書、勉
強、コスメ、ハンドメイド、イラスト

初めまして。文通に興味がありこちらの方に募集を掛け
てみました(♡) 朱雀 蘭「すざく いぶき」と申します。多
趣味のあまりに、趣味の部分にはほんの一部書かせてい
ただきました。よろしくお願い申し上げます。

瀬川おんぷさん
杜の都通り 91番地 2019年4月30日まで

女性
20代

メイク、コスメ、ファッション、ドラックストア巡り、漫画、
アニメ、ヘアカラー、半身浴

友人との文通楽しかったなぁ、全く知らない人との文通も面白そう
だなぁと思ってココを見つけました。 人に言うまでもないようなど
うでもいいことから、趣味やその時ハマっていることなど日々のア
レコレをお話できたら嬉しいです。もちろん仕事の愚痴なども大
歓迎です。字は汚いですがその分心を込めて書きます！！ 趣味・
年齢を問わずよろしくお願いします。 ※女性のみ

Y.白梅さん
相模ハマっ子通り 241番地 2019年4月30日まで

女性
70代

茶道、映画、音楽

韓国ドラマ、K-POP、映画、等が好きです。娘や息子
が興味を持ってくれないので、お仲間がほしいと思いま
す。筆不精ですが、宜しくお願いします。


