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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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なーるどさん
かすていら通り 32番地 2019年8月15日まで

女性
40代

読書、買い物、スポーツ観戦

はじめまして。 学生の頃にしていた文通が懐かしくなっ
て登録しました。 いろいろな方と交流し、自分の世界を
広げたいと思ってます。どうぞ、よろしくお願いします。

はなさん
さぬき通り 30番地 2019年5月15日まで

女性
30代

文房具集め（主に万年筆とボトルインク）、コーヒー
屋さん巡り

はじめまして、はなと申します◎ 休みの日は大好きな文
房具に囲まれて手帳を書いたり、美味しいコーヒー屋さ
んを探したりしています＊よかったら仲良くしてくださ
い◉

ありすさん
なにわ通り 271番地 2020年2月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、ゲーム、カフェ、音楽を聴く

ディズニー、ジブリが好きです。 誰かと繋がりたい、人と繋がり知
識を増やしたいと感じ文通をまた始めることにしました。 英語の学
びで英語文通や切手やカード、写真も集める事も好きなので、交
換や送らせていただく事もしておりました。こちらでもできたら嬉
しいです。老若男女問わずお話できたら嬉しいです。広く浅くな多
趣味な私ですが、よろしくお願いします。

カミーユさん
フランス通り 1番地 2019年5月15日まで

女性
40代

水泳、サイクリング、トライアスロン、ガーデニン
グ、合気道、読書

琵琶湖程の大きさの、南半球の島からお便りします。インターネッ
トで便利になったのは大変有り難いですが、それが無かった頃も
楽しかったなぁって思うようになりました。字も文章も(人生
も？！)テキトーですが、よろしくお願いします。

やこてさん
相模ハマっ子通り 237番地 2020年2月15日まで

女性
20代

2次元関係、読書、映画鑑賞、舞台鑑賞、マステ

主に刀剣乱舞が好きです他も色々わかります雑食です。俳優は黒
羽麻璃央くんが好きでストレートもミュージカルも観に行きます。
読書はジャンル問わず面白いものは読みます、マスキングテープ
やシール、紙モノなどに最近ハマり始めて買い集めたりしています

こんこんさん
お江戸通り 558番地 2019年5月15日まで

女性
50代

お裁縫、散歩、読書、映画鑑賞、ダウントンア
ビー、犬、スピッツ、YMO

レターセットを見るたびに手紙を書きたい、送りたい、と思ってい
ました。もちろん貰ったら更にシアワセ！夫と犬1匹、子なし。゛群
れる゛のがちょいニガテかな？今はマンションの管理人の仕事をし
て人間観察中。色とりどりで、飽きません。 そんなこんなな私で
すが、よろしくお願いします。

稲荷。さん
相模ハマっ子通り 240番地 2019年5月15日まで

女性
20代

読書（小説・漫画）、音楽鑑賞、映画鑑賞、料理、写真を
撮る事、妖怪、散歩、昭和レトロ

妖怪好きの20代です。 最近は独学で学んでいます！ 散歩をしな
がら写真を撮るのが好きです。 文通を通して仲良くなったら 写真
など送りあえる仲になれたらいいなと思います(*´▽｀*) ひつじの
ショーンが好きです！

さこさん
お江戸通り 561番地 2019年5月15日まで

女性
20代

剣道、読書、グルメ旅

はじめまして。 現在、休職中の20代女性です。 昨年、犯罪被害
にあい 現在は職場復帰に向けて日々戦っています。 毎日退屈になっ
てしまったため、 前向きになれるような趣味を探しており、 誰か
と繋がりたい、文通がしてみたい、と思いました。 ぜひよろしくお
願いします。
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一吾一回さん
とちおとめ通り 76番地 2019年5月15日まで

男性
40代

読書、数学（計算は苦手）・映画鑑賞（淡い恋愛系）、哲
学をすること、ブログ、その他。

人生100年時代とはいっても、人に与えられた時間は限られている
ので、出会える人達もそれほど多くはないですね。このことは頭
でわかってはいたものの、「残された時間をどう過ごすのか？」と
いう問いの切実さや切なさに心を動かさるまでは何も行動しませ
んでした。文通を通してお互いに心を通わせられるような交流がで
きたら嬉しいです。

とろとろさん
お江戸通り 562番地 2019年5月15日まで

男性
40代

親と楽しく生活を送る事

文通村の皆様こんにちは、40代の独身男性です。結婚は諦めまし
た。毎日母と二人で生活を楽しんでおります。もちろん喧嘩もしま
す。たまに一緒に外出したりもします。そんな母のもとに生まれて
きてよかったと思います。 このようなものですが、ご縁があれば
宜しくお付き合い申し上げます。文通できたら良いな！

七瀬さん
ピーナッツ通り 247番地 2019年5月15日まで

女性
20代

読書、音楽、美味しいものを食べる、ケーキ屋巡
り、ゲーム（動画鑑賞）

はじめまして。文字を書いたり読んだりすることが好きなので、文
通相手が見つかればいいなと入会しました。好きなモノコトの話は
もちろん、日常の些細なこと、誰かに伝えたい聞いてほしい話な
んかを気軽にお話したいです。宜しくお願い致します!

ざきこさん
お江戸通り 563番地 2019年5月15日まで

女性
30代

ネット、アニメ、フェルト手芸、自転車

東京でひとり、気ままに暮らしています。 一人暮らしを始めて日が
浅いですが、お洒落な生活を夢見たものの自分には無理だと散ら
かった部屋を見て苦笑してしまいます。 私の日常はこんな感じで
す。 みなさんの生活の中での出来事、趣味や仕事の事などなど教
えて頂きたいです！ぜひお話しましょう！

うらさん
平城京通り 49番地 2019年5月15日まで

女性
20代

読書、三浦大知、お笑い番組 美味しい物を食べる
こと！

字は綺麗ではありませんが、丁寧に書きます。 文通初
心者です。 共通の趣味がある方がいてましたら、宜しく
お願いします。

サチコさん
彩の国通り 243番地 2019年8月15日まで

女性
30代

紙モノ集め、猫、コーヒー、パン、漫画、コスメ、
お菓子作り、ラーメン屋巡り、お笑い

趣味の話をできる方との出会いを求めてこちらに辿り着きました。
少しでも共通点がある方と沢山お話しがしたいです！ お手紙を書
くこと自体好きなので、共通点がない方ともとりとめのない日常の
お話などできればと思っております。 ロンレタはもちろんポストカー
ド、一筆箋、ミニレター、自作レタセなんでも歓迎です。宜しくお
願い致します！

モアさん
お江戸通り 564番地 2019年5月15日まで

女性
20代

アニメ、BL、刺繍、海外旅行、映画、男はつらいよ、赤毛
のアン、モーニング娘。、宮野真守

29歳OLです。字はあまり綺麗ではありませんが、手紙を書くこと
が好きです。 ケロロ軍曹とアニメが大好きで、アニメはジャンル
問わずおすすめなど話せたらうれしいす。 他にも好きなことがたく
さんあります。 性別年齢問いませんので、趣味が合う方と文通で
きたらいいなと思います。

ミミさん
もみじ饅頭通り 85番地 2019年8月15日まで

女性
30代

読書（村上春樹さん）歴史（20世紀）神社仏閣、春・夏・
秋の風景、旅行、食事、瀬戸内海と島々

夫と一歳の子どもと暮らしています。引っ越しと育児の為、周囲に
知り合いもなく、普段人と話をする機会が殆どありません。様々な
年代・地域の方と文通を通してお話しがしたいです！文通初心者で
すが、誰かのことを思いながら手紙を書くことを楽しみにしていま
す。これ！といった趣味が無いので日々のちょっとした事などもゆっ
たりお話しできたらなと思っています。女性の方のみ希望です。

まちさん
彩の国通り 244番地 2019年5月15日まで

女性
20代

ホラー映画、食べること

最近、熱中できるものがあまりありません。以前はアニメ漫画が
好きで必死に追いかけてました。今はゲーム実況を見るのが好き
です。 文通は初めてです。 2歳になる息子がいる専業主婦で周り
にお友達もいないので、いろいろなかたとお話できたら嬉しいで
す。

悠雨さん
相模ハマっ子通り 242番地 2019年8月15日まで

女性
30代

読書、風景印、城巡り、手芸、音楽鑑賞、プロ野
球観戦(テレビ)、声優

夫と二人暮らしです。日常や趣味のことをのんびりお話
しできたらと思い入会しました。文通を通していろいろ
な方と交流できたらいいなと思っております。あまり綺
麗な字ではありませんが、よろしくお願いいたします。
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あさこさん
ピーナッツ通り 32番地 2019年8月15日まで

女性
40代

字を書くこと、読書、メモ帳&レタセ収集、子供とゲーム
（Switch）、猫と過ごすetc..

40歳主婦です。旦那と4年生の娘、猫3匹と暮らしてます。以前に
も登録していて、再登録です。前にやりとりしていただいていた文
友さんも宜しくお願い致します。 年齢性別問いません。返事は遅
れても必ずしますので、お気軽にお手紙頂けたら嬉しいです。

ちぃさん
ねぷた通り 30番地 2019年5月15日まで

女性
30代

ハンドメイドアクセサリー作り、読書、編み物、100均巡り、
文房具集め、占い、小説を書く

はじめまして。 学生の頃に文通をしており、懐かしくなり、また文
通したいと思い登録しました。 ハンドメイドアクセサリー作り、編
み物、読書、100均巡り、文房具集め、占い、小説を書くことなど
が大好きです。 同じような趣味の方、そうでない方も、いろいろ
な方とお友達になれたら嬉しいです。 たくさんお手紙のやり取り
をしたいです。 よろしくお願いします。

noriさん
上州三山通り 58番地 2019年5月15日まで

女性
50代

音楽、お笑い、映画、美味しいもの、コーヒー、ちょこっと
楽しく頂くお酒、マステ、手帳、文房具

音楽はゆず、お笑いは和牛が大好きです。映画は邦画中心。手帳
はあな吉手帳を中心に使ってます。アラフィフだけど可愛いものが
好き♡年齢は単なる記号!!が座右の銘。アロマと万年筆勉強中。
既婚、18歳の娘がいます。 女性の方のみでお願いします。

菊香さん
六甲通り 190番地 2019年8月15日まで

女性
30代

旅行、ランニング、ガーデニング、御朱印集め、
お遍路、編物

はじめまして。マラソンや水泳が好きで、二匹の犬と一緒に生活
をしています。国内外を一人旅したり、妄想旅行したりするのが
好きで　今、ロシア語を勉強中です。手紙を書くことでSNSではな
く文字で柔らかいやり取りがしたいです。

すみれさん
どんたく通り 149番地 2019年5月15日まで

女性
40代

読書、映画観賞、美術館巡り、ランニング、手芸、
温泉旅行など

40代後半のお一人様です(^o^)v長いこと関東に住んでいましたが、
5年前に福岡にUターンしてきました。仕事や趣味ごとで日々忙しく
楽しく過ごしていますが、老若男女もっといろんな方と文通を通じ
て出会いたいと思い登録しました。 犬も猫もどっちも大好きなの
で、また近い将来一緒に暮らしたいと思っていす。英語でのやりと
りも歓迎です。よろしくお願いいたします。

ちくぜんにさん
相模ハマっ子通り 243番地 2019年5月15日まで

女性
20代

ライブ（SHISHAMO）、ひとり旅、万年筆、いぬ・ねことあ
そぶこと、便箋、マステ

お手紙のやりとりにロマンを感じ、心をくすぐられました。最近は、
ひとり宅飲みが至福のひとときです。おすすめのおつまみなどあ
れば教えてください。旅行も好きで、去年の夏に金沢へ行きまし
た。今年は台湾と北海道へ行けたらと思っています。

ゆずさん
さくらんぼ通り 34番地 2020年2月15日まで

女性
30代

映画、文具集め、音楽、ゲーム、断捨離、くまのがっこう、
キックボクシング、空手、ピアノ

初めまして、ゆずと申します。 レターセットを集めており(特にくま
のがっこうシリーズ)大量に集まったので たくさんの方と文通をした
いと思い入会しました。皆さんの日常や好きな事、それに心の中
のお話を聞けたら嬉しいです。うつ病なのでリハビリ中ですが、よ
ろしくお願いします。以前はねこを飼っていましたので猫大好きで
す。

こなさん
なにわ通り 277番地 2019年8月15日まで

女性
20代

映画/カラオケ/漫画/アニメ/テニス/旅行/お絵描
き/猫/写真

好奇心旺盛な社会人6年目ＯＬしてます。最近はあや恋という乙ゲー
にハマってしまい和風ファンタジーの魅力に惹き込まれてます。漫
画やアニメは多様ジャンルにハマっていて書き切れません。笑　ハ
ンドメイドにも興味があり、作家さんの作品を見たりいつかは自分
も可愛い小物を作ってみたいなあと考えています。文通を通して色
んな方と知り合えたら嬉しいです！

かずとまとさん
さくらんぼ通り 35番地 2019年5月15日まで

女性
50代

ハンドメイド 音楽鑑賞 ゲーム 100均巡り文房具集
め

中学生の頃、初めて文通をしました。また、始めたいな
思っています。主人と義母の３人暮らしで、ペットのト
イプードルを溺愛してます。KAT-TUNと長渕剛のファン
です。

ねむさん
しゃちほこ通り 213番地 2019年5月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、読書、料理、マステ＆レターセット集め、ファッ
ション、コスメ、可愛いキャラクター

初めまして！20歳の女です！ 趣味は音楽鑑賞、読書、料理などな
ど... 多趣味なので、話が合うと嬉しいです！ 2匹の愛犬がいます。
(トイプードルとダックスのミックス犬) いろんな方と文通したいです！
のんびりまったり文通できたら嬉しいです！ よろしくお願いします！
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ごまごまさん
杜の都通り 92番地 2019年5月15日まで

女性
20代

レタセ集め、マステ集め、万年筆、インク集め、メイク、ス
キンケア、ダイエット、音楽鑑賞

専業主婦してます٩(ˊᗜˋ*)و事情があり外に出るのが苦手なのでお
手紙が癒しですー(* ॑꒳ ॑* )⋆* あたしはレタセを使いますが便せ
ん3枚目からコラージュレタパ使います(*´∀｀)カラーインクが好き
です！えんぴつは苦手です。あとチラシ裏とルーズリーフはご遠慮
ください(´；ω；｀) あたしは旦那がいるので女性限定でお願いし
ますヾ(*´∀｀*)ﾉ

テトさん
越後通り 22番地 2019年5月15日まで

女性
30代

読書、手紙、切手集め、ミシン

子供が生まれ自分の時間を持つことが難しく、好きだった手紙や読
書からも遠ざかってしまいました。子供も小さく、まだまだ自分の
自由な時間は少ないですが手紙で誰かとつながりたいなと思いま
した。最近はミシンでのものづくりや料理にも興味があります。よ
ろしくお願いします。

美咲さん
古都みやび通り 108番地 2019年5月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、アニメ漫画、美味しいもの巡り

京都の田舎の方に住んでおり、休みの日は美味しいもの巡りに行
くのが好きです。最近は家にこもって映画鑑賞するのに熱中してい
ます。幼少の頃は手紙が好きで隣県に住む叔母が文通相手でした
が、もうしばらく書いていません。文章も上手くは書けませんが、
のんびりと楽しみたいと思っています。よろしくお願いします。

さいさん
フランス通り 2番地 2019年8月15日まで

女性
30代

レトロなカフェ、着物、工作、料理、旅行、ピクニック、神
社巡り、月見、湯治（秘湯が好き）

「花の都」と呼ばれるヨーロッパの都市に住んでいます。が、私自
身の生活は全く華やかではなく、殺伐としたオフィスで働く毎日で
す。週末に家やカフェでのんびりブランチしたりお茶しながら読書
するのを楽しみにしています。 色々な世代、地域の方と交流でき
たらと思っています。とてものんびり屋ですが、よろしくお願いし
ます。

はなさん
どんたく通り 150番地 2019年8月15日まで

女性
20代

ハンドメイド、お菓子・パン作り、料理、マステ・紙モノ集
め、家庭菜園（初心者）御朱印集め

初めまして。20代後半の１歳半になる息子がいる兼業主婦です。
文通は3年ほどしています。最近職場復帰をして生活にも慣れてき
たので、以前より気になっていた文通村にやっと入村しました。同
じような趣味をお持ちの方やそうでない方、沢山の年代の方と幅
広く楽しくやり取りが出来たらと思います。良ければ文通しません
か？よろしくお願い致します＾＾

ハルチカさん
越後通り 67番地 2019年8月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、文房具集め、字を書くこと、ゲーム、
読書

小学生のころ友達と文通していたのを思い出し、また文通したいなー
と思い登録してみました。 普段は音楽を聴いたり、字を書くのが
好きなのでいろいろ書いています。最近はカリグラフィーも始めて
みました。 趣味が合う人から合わない人まで、いろんな人とやり
取りをしてみたいです。文章を書くのは不慣れですがよろしくお願
いします！

春々♪（はるる）さん
ピーナッツ通り 249番地 2019年5月15日まで

女性
30代

全国各地話★限定★文具★本★写真★音楽★ｽﾎﾟｰﾂ観戦★
自然★ﾄﾞﾗｲﾌﾞ★外出★方言★旅

書く事が大好きで、久々の文通にﾜｸﾜｸしています☆ 楽しく温かい
手紙のやり取りが出来たらいいなと思っています(*^_^*) 旅先・各
地域の話をして下さる方、文具好き・趣味が1つでも合う方は是
非♪(*^-^*) 他趣味、他話題も大歓迎です!!★（葉書,ﾒﾓ帳,ﾙｰｽﾞﾘｰﾌ,
便箋1枚,短文,ﾊﾞﾗｾ,長文OK★） 楽しく文通しましょう☆(๑╹ω╹๑ )

ゆめさん
しゃちほこ通り 214番地 2019年8月15日まで

女性
10代

お絵描き、アニメ、マンガ、実況、ドラマ、音楽(ボカ
ロ、JPOPなどなど)、猫、カラオケ

文通で人と繋がるってどんな感じか知りたくて始めました。 ハンド
メイドとかカフェ巡りとか、やってみたいこといっぱいです！！文
通初心者ですがよろしくお願いします( ˊᵕˋ )どなたでもお手紙くだ
さい〜！！趣味が合えばもちろん嬉しいです！

もーこさん
琵琶湖通り 34番地 2019年5月15日まで

女性
30代

犬、イラスト、読書(中国歴史物)、カフェ巡り、レ
トロゲーム、サイクリング

一児の母。絵を描くことと、犬とたわむれることが好きです。人に
影響されやすく、年々趣味が変わっていっています。好奇心が強い
ため、趣味が合う人、合わない人問わずお話ししたいです。
色々面白いことを教えてください。よろしくお願いします。

六花さん
どさんこ通り 186番地 2019年5月15日まで

女性
30代

刺繍、愛犬と戯れる、読書

昨年ゴールデンレトリバーの子犬を迎え、犬中心の生活を送ってい
る、ほぼフルパートの主婦です。通勤時間が長いので、スマホで
映画を観たり本を読んだりしています。手先は不器用ですがクロ
スステッチ好き。文通は小中学生の頃にやっていて、懐かしくなり
久しぶりにお手紙を書きたいと思いました。よろしくお願いします。



第222号 2019年2月15日
　　6

パンダイルカさん
お江戸通り 565番地 2019年8月15日まで

男性
30代

旅行、写真、ミュージカル、美術、動物、猫、散歩、カヤッ
ク、離島、DIY、ワイン、アロマ

瞬時に情報が巡る時代、日々多くの人に会う仕事をしていますが、
スピードの速さに息切れする思いもあります。顔の見えない誰か
と、ゆっくりやり取りする楽しさを味わえたらと思い、登録しまし
た。最近はちょっとした棚を手作りしたり、古着屋さん巡りをした
りするのが楽しいです。36歳独身。筆まめではありませんが、ど
うぞよろしくお願い致します。

ハルさん
お江戸通り 566番地 2019年5月15日まで

女性
20代

シール集め、美味しいランチを食べる、検定取得

こんにちは。つい先日に27歳になりました。 何か新しいことをして
みたいなと思い、文通村に入ってみることにしました。 最近はシー
ルが好きで、シール集めに夢中です。シールのお話や美味しい食
べ物の話、たくさんしたいです。

錦乃 桜さん
お江戸通り 567番地 2019年5月15日まで

女性
20代

ハープ、美容、絵画、動画でプロの楽器演奏をみ
る、読書、(習字、ボイトレもしたい！

ITが溢れ返ったなんだかほんのちょっと冷たい気がする日常に疲れ
てしまって ふと。原点回帰したくなり、文通に興味を持ちました。
老若男女問わず、色んな人とお話ししたいです！表現するお仕事
をしています。今まで美容以外の趣味がなく、唐突に『ハープ』と
『絵』やりたい！と3日前に思い今日始めました←笑 こんな変な私
ですが、よかったら文通しませんか？

さくもさん
彩の国通り 245番地 2019年5月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、ハンドメイド、ガーデニング、インテリア、刀剣
乱舞、猫、ショッピング、旅行、

既婚の主婦です。猫２匹飼ってます。 趣味はハンドメイドとイン
テリア、インテリアはとくにフレンチカントリー系が好きです。ハ
ンドメイドはレジン、編み物、つまみ細工など、その他ガーデニン
グ、旅行、美味しいもの巡り。 趣味が会う方、興味のある方と文
通したいです。 便箋は広告の裏などやめてください。 女性の方募
集中です。よろしくお願いいたします。

ななみさん
めんこい通り 46番地 2019年5月15日まで

女性
10代

読書、温泉巡り、映画鑑賞

はじめまして。社会人のななみと申します！ 趣味は、読
書、温泉巡り、映画鑑賞で、好きなアーティストは乃木
坂46です 沢山の方とお話出来たら嬉しいです！ よろしく
お願い致します！

ひなたさん
茶畑通り 121番地 2019年5月15日まで

女性
20代

カメラ、旅行、読書、うさぎ、ねこ、ハムスター、カフェ巡
り、神社仏閣、ハリポタ、アロマ

20代後半の子なし専業主婦です！文を書くのが大好きです。家で
うさぎさんとハムスターを飼っています。カメラが趣味で毎日写真
撮影しております。神社仏閣巡りが好きで、御朱印を集めていま
す。お花やドライフラワーなども好きです。素敵な文通が出来た
らいいなと思い登録しました。よろしくお願いします。

瑠璃さん
お江戸通り 568番地 2019年5月15日まで

女性
40代

読書、音楽、映画、ジョギング、散歩、お寺巡り、
歴史、インテリア、星座、心理学

夫、子供の３人暮らしの会社員です。性格はシンプル思考で、
「天然」（だと言われます）なところがあり、美しいものが大好き
です。どちらかというと、話すの事への苦手意識があるので、文
章でゆっくりといろいろな事をお話ししませんか。

さわちゃんさん
六甲通り 191番地 2019年5月15日まで

女性
50代

音楽、映画鑑賞

やっと自由な時間を持つ事ができました。やりたい事は 沢山あり
ますが、まず文字を綺麗に書きたいと勉強もあって 登録致しました。
波乱万丈の人生ですが、深く考える事が 苦手で前向きです。宜し
くお願い致します。

雨森さん
信濃通り 78番地 2019年5月15日まで

女性
40代

手芸、読書、手帳・文房具、うさぎ、古代歴史

家族5人+うさぎ+ハムスターと元気に暮らす40代のズボラかあさん
です。 子供の頃にわくわくしながら紡いだ文通の楽しさをふと思い
出し、また老若男女問わず気楽にお手紙を通していろんな方とお
話できたら嬉しいです。 のんびりぼんやりしておりますが、どう
ぞよろしくお願いいたします！

たみさん
越中通り 37番地 2019年8月15日まで

女性
50代

華道、料理、美術鑑賞、読書、ウォーキング、ヨ
ガ、ジャニーズ

はじめまして、こんにちは。 日常の何気ない出来事から熱中する
趣味の話など楽しくお話しするように文通していきたいと思ってま
す。 色々な年代の方や多様な趣味の方から私の知らない世界を教
えていただけたら嬉しいです。また同じ趣味の方とも感動を共有し
たいです。 詳しくは文通でゆっくり語りあいましょう！
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ブエナスさん
伊勢通り 51番地 2019年5月15日まで

女性
40代

発酵食、シロップ、ジャム作り 舞台観賞 スペイン
語 自然観察 エコツアー

子育て真っ最中の2児の母です。日々暮らしの中で子供が逞しく成
長する姿を見守る傍ら、私自身も目標を持って日常を送りたいと思っ
ています。新聞に掲載されている読者投稿欄が好きで、このよう
に自分の感性を文章で表現できる方々たちに毎日感心しています。
ご年配の方や同世代の子育て中の女性の方でお願いします。

あやかさん
ピーナッツ通り 251番地 2019年5月15日まで

女性
30代

野球観戦、相撲観戦、食べ歩き

はじめまして。 野球観戦(ヤクルト、西武)、相撲観戦、
食べ歩きが趣味の33歳です。年齢も年齢なので婚活も
頑張ってます。宜しくお願いします。

ゆりおさん
彩の国通り 246番地 2019年5月15日まで

女性
30代

読書、映画観賞、音楽、ライブ、カフェ巡り、プリ
ン巡り、文房具屋さん巡り

はじめまして。 年齢・性別を問わず、 何気ない日常の事、趣味の
事など、 ゆっくりのんびり文通出来たらなと思っています。 文通を
通じて、自分の世界も広げて行きたいです。 字は上手ではありま
せんが、よろしくお願いいたします。

あおさん
もみじ饅頭通り 86番地 2019年5月15日まで

女性
20代

マステ・紙もの集め、ポケモン、100均巡り、カフェ
巡り、音楽、料理、写真、ドラマ

はじめまして 現在主婦で子育て中です。 ポケモンとマステが大好
きです。 好きなキャラクターはディズニー、カービィ、CCさくら、
アンパンマンなどかわいいものが好きです。 音楽はRADWIMPSが
好きです。他にもなんでも聴きます。 多趣味なので、色々なお話
できると嬉しいです。 よかったら仲良くしてください！

ユヅさん
彩の国通り 247番地 2019年8月15日まで

女性
40代

ペン習字、カフェ巡り、編み物、刺繍、写真、マ
ステ＆紙モノ収集

夫とチワワと三毛猫と気ままに暮らすパート主婦です。 ペン字の練
習時間や手帳に簡単なコラージュをして過ごす時間がホッとするひ
と時です。 過去にSNSを通じて文通をしていたことがあり、また再
開したいなぁと思い登録しました。 よろしくお願いいたします。

ハチさん
琵琶湖通り 35番地 2019年8月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞、ラジオを聴く、時々美術鑑賞、ネット
ショッピング、レターセット集め

文通が好きでレターセットをたくさん集めています。長年文通して
いる人が一人いるのですが、文通相手を増やしたいと思い文通村
にはいりました。未婚で基本インドアなので、あまり話題豊富で
ないかもしれませんがお互いの何気ない他愛ない事もいろいろお
話したいです。気軽にお手紙ください。

サビ猫さん
信濃通り 79番地 2019年8月15日まで

女性
50代

編み物、洋裁、読書、文房具売場巡り、雑貨屋巡
り

猫が大好きで現在は元野良ネコと引き取った保護猫４匹と家族と
暮らしています。色々と挑戦したいことがまだまだあります（古文
書の勉強とか、着付けとか）。 猫好き、文房具好き、雑貨好きな
方と気軽にお話しできたらいいなと思っています。手紙を書いたり
読んだりのゆったりとした時間が好きです。

あちゃこさん
さるぼぼ通り 48番地 2019年5月15日まで

女性
30代

旅行、カフェ巡り、女子会、ライブ(三浦大
知、AAA)

初めまして！あちゃこです。文通は初心者です☆たくさ
んの人とたくさんの話がしたくて、自分の知らない世界
も知りたくて今回申し込みました！こんな私ですが、宜
しくお願いします！

みさみささん
茶畑通り 84番地 2019年8月15日まで

女性
30代

旅行

いろんな土地に旅行へ行くのが大好きです みなさんの
オススメな場所や食事処など、たくさん教えてください

あおかさん
信濃通り 80番地 2019年5月15日まで

女性
20代

日向ぼっこ、写真、季節物、自然観察、音楽、塗り絵、手
帳、文具、書く、食べる、ゲーム、アニメ

お手紙を通して、日常にほっとするひとときを増やしたいなと思い
入村しました。あたたかなものが大好きです。好きなものや趣味
のこと、日々の何気ない出来事、まだ知らない世界のこと、ゆった
りのんびりとやり取りができたらと思います。ロンレタはもちろん、
心のこもった一筆箋やポストカードなどなど、何でも嬉しいです。
よろしくお願いします。
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お福さん
彩の国通り 249番地 2019年5月15日まで

女性
30代

料理、暮らし、散歩、映画鑑賞、手帳、古いもの

食べること、料理することが好きな主婦です。 夫と犬一匹と暮らし
ています。 お互いの日常の些細な出来事、趣味のことなど共有で
きたら嬉しいです。 男女問いません。返事は１ヶ月に１度ぐらい
のゆっくりペースでも大丈夫な方…お手紙お待ちしています。

ななみさん
彩の国通り 229番地 2019年8月15日まで

女性
40代

映画、読書、犬

統合失調症です。様々な人との縁に触れながら社会生
活を前向きに送っております。こんな私で良かったら文
通して下さい。真心を大切にしております。よろしくお
願いします。

minaさん
どさんこ通り 120番地 2019年5月15日まで

女性
30代

コーヒー、読書、温泉めぐり、ご朱印あつめ、旅
行

はじめまして。小学生のころにしていた手紙交換が好きでした。い
ろいろな年代の方とお手紙を交換できるのをたのしみにしています。
未婚で現在は母と2人暮らしです。文通ははじめてですがのんびり
とたくさんお話できたらうれしいです。よろしくお願いします。

じゅんさん
しゃちほこ通り 106番地 2019年5月15日まで

男性
30代

ジム通い、旅行、温泉、映画、読書

はじめまして。ネットサーフィンをしていたら、おもしろそうなサイ
トをみつけたので登録してみました。文字を書くことによって、自
分が日々感じていることを整理できるような気がするし、お手紙を
いただくことによって自分の中に新しい感情が芽生えるかもしれな
い。どうぞよろしくお願いします。

桜ふぶきさん
めんこい通り 47番地 2019年8月15日まで

女性
50代

ドライブ、美味しい物さがし、赤川次郎、玉置浩
二

はじめまして。バタバタしながらあっという間に過ぎる毎
日です。ミルクティを飲みながら、手紙を書くゆっくりし
たひとときを持ちたいと思っています。どうぞよろしくお
願いします。

橙さん
しゃちほこ通り 215番地 2019年8月15日まで

女性
30代

読書、ペン字、スポーツ観戦（テレビで観戦）

はじめまして。 30代後半、既婚、子どもなしです。 性別、年齢、
趣味問わず、お手紙のやりとりしたいと思います。 日常の話や趣
味の話などで、文通が長く続くといいなと思います。 便箋でなく、
葉書や一筆箋などでもOKです。 よろしくお願いします。

ほうじちゃさん
さぬき通り 33番地 2019年8月15日まで

女性
40代

プロ野球観戦、写真、園芸、生け花、フラワーア
レンジメント

はじめまして。プロ野球(主にオリックスバファローズと横浜DeNA
ベイスターズを応援してますが、他球団のファンの方とも交流を持
ちたいです。)と写真、フラワーアレンジメントが好きな主婦です。
最近生け花も始めました。 サルバドール・ダリ等のシュールレアリ
ズム系の絵画も好きです。 家族は旦那とうさぎ3匹です。よろしく
お願いします。

うどんさん
お江戸通り 569番地 2019年8月15日まで

女性
30代

読書(日本ＳＦ、ミステリ、海外文学)、万年筆、お酒、タイ
料理、時代劇、コスプレ、美容

家事が苦手な新米主婦です。少し虚弱体質でインドア派、子ども
はいません。色々な方の見た光景や経験を聞くことが好きです。
楽しかったことからボヤきまで、性別年齢問わずお相手募集中で
すのでよろしくお願い致します。

ゆきおんなさん
越後通り 68番地 2019年5月15日まで

女性
70代

川柳　読書（特にサスペンス他なんでも）　ヨガ
始めたばかり

手紙を書くのは好きですが、字が下手なので字と文章の練習のつ
もりで入会しました。東北と北陸に挟まれた所にいます。夫と二人
暮らし、猫も犬も少し苦手です。福祉関係の仕事をしてきました。
今は老いを感じながらも頭と体を使いながらのんびり過ごしていま
す。畑を借りて楽しんでいますが、さっぱり物にはなりません。

みくすけさん
どんたく通り 151番地 2019年8月15日まで

女性
30代

ハンドメイド、アフタヌーンティーセット、ワンコカフェ＆猫
カフェ、漫画、ゲーム、四季折々の花

アラサー、既婚、子なしです。アンティークやヨーロピアンな雰囲
気が好きです。花は特に薔薇が好きで、なるべく1年に1回は薔薇
園に行くようにしています。お互いがワクワクするような文通が出
来たら嬉しいです。(例えば便せんが素敵だったり、ちょっとしたお
裾分け、写真など。勿論、普通のやり取りも大歓迎です)すみませ
んが女性の方のみ募集です。よろしくお願いします。
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ネコじかんさん
杜の都通り 93番地 2019年5月15日まで

女性
30代

読書、ネコ、散歩、ライブ、旅行、お酒、

転勤族で30代後半、子なし専業主婦です。小説とネコと散歩とラ
イブ(BUMPOFCHICKEN)とお酒(ワイン、ビールが好き)があれば幸
せです。文通相手は女性限定で年齢は20代以上であれば何歳で
もOKです。長く続けたいのでゆったりしたペースで長い付き合い
ができる方希望致します。 ジャニーズ、アイドル、ディズニーなど
キャラクターものは苦手です

すまいるさん
お江戸通り 494番地 2019年5月15日まで

女性
50代

御朱印集め、ウォーキング、犬猫大好き、絵本が
好き

保育園で働いています。仕事、家事、忙しさに追われる日々の中
で楽しみを見つけたいと応募しました。宜しくお願いします。うつ
病を患ったことがあり現在も薬を服用中です。文通を通してたくさ
んの方と交流できればうれしいです。


