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第223号

2019年3月1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。

いぬさん

女性
30代

茶畑通り 50番地

2019年5月31日まで

女性
10代

ぽちょむさん

女性
30代

お江戸通り 446番地

2020年2月28日まで

女性
40代

柚さん
相模ハマっ子通り 239番地

2019年5月31日まで

カフェ・村上春樹・ビオトープ(これから始めたい)・
金魚・生き物・ホラー映画観賞

、

昔から人付き合いが得意ではなく１人や家族とのんびり・・が好き
です。ブログは経験がありますが、いいね数や順位などが気になっ
たり、返事を急かすようなSNSは仕事だけで十分かな、と思いま
した。 保育の仕事をしており、子育て中でもあります。その中で
ちょっとした楽しみを感じたり共感できたら嬉しく思います。

みどりさん
しゃちほこ通り 212番地

2019年8月31日まで

女性
30代

ウォ―キング、写真、読書、映画、自然観察、音
楽、食べること、庭園巡りなど
初めまして。 今まで私生活において人との交流は消極的な面があ
りましたが、文通村を通して老若男女の様々な方々と交流する事
が出来たらと思い始めました。 福祉関係の仕事をしています。 文
通村入会を機に字を綺麗に書く練習をしようと思いました。 よろし
くお願いいたします。

女性
50代

2019年4月30日まで

病気療養のため一度退会しましたが文通の楽しさを感じたいと思い
再入村しました。また文通が出来ると思うとワクワクします‼︎ ま
だ体調が良くなっていないので返信がゆっくりになってしまうかもし
れませんがよろしくお願いします！

、

女性
30代

彩の国通り 204番地

読書 空鑑賞 写真撮影 無脊椎動物 音楽鑑賞 睡眠
掃除

犬、イラスト、ラジオ、読書、アニメ、声優、ゲーム、美容、
文房具、海外ドラマ、うたプリ
はじめまして！アラサーの独身で愛犬と一緒に暮らしています。オ
タク趣味の他にも、ラジオ（主にTBS）・海外ドラマ・文房具（主
にレターセットやシール）・コスメなどが大好きです。趣味が合う
方も、そうでない方も、お互いの趣味や日常の話を気軽にやりと
り出来たら嬉しいです。心を込めてお手紙を書きたいと思いますの
で、どうぞ宜しくお願いします。

りょくちゃさん

MAYUさん
きびだんご通り 66番地

2019年5月31日まで

手芸、スポーツ観戦、通信教育
先日５０代に突入して、いろんなことをどんどんやろうと、日々そ
れなりに楽しく過ごしています。 自分の知らない世界の事をいろい
ろ教えていただけると楽しいかな、と思います。 二度目の独身生
活も長くなりましたので、キュンとするお手紙交換もしてみたいも
のです。

花まりさん
ピーナッツ通り 252番地

2019年8月31日まで

読書、風景印集め、スタンプ集め、文房具、ドラ
イブ、科学、大河ドラマ、旅行
30代既婚、2歳の子どもがいます。読書が好きでミステリーや時代
小説モノをよく読んでいましたが、子供の影響で最近は絵本にも手
も出しました。 現在はなかなか行けていませんが、科学館や博物
館、図書館巡りが好きです。 文字を通した温かいやり取りをした
いなと思っています。よろしくお願いします。

女性
30代

菜の花さん
もみじ饅頭通り 87番地

2019年8月31日まで

アニメ 漫画 絵本 海外ドラマ（CSIシリーズ、ボー
ンズなど）
初めまして☆コリラックマが大好きな菜の花です。SNSで偶然文通
村を知り、文通は学生以来ですが楽しそうだなと思い入村しまし
た。 既婚で子供はいません。妊活も休みながらしてますが、今は
姪っ子に癒されながら待ち望む日々を送っています。 その他にも、
お菓子やコーヒーや緑茶、チップとデール、柴犬とビーグルが大好
きです。よろしくお願いします。
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女性
30代

2019年3月1日

ふきさん
相模ハマっ子通り 244番地

2019年5月31日まで

女性
20代

散歩、ゲーム、アニメ、読書、絵

ちるりさん
どさんこ通り 187番地

彩の国通り 250番地

2019年5月31日まで

読書、温泉、一人旅、カラオケ

3ヶ月お試しコースを利用します。 通所介護の仕事をし
ていたのですが、現在は産休に入っています。気負わず、
雑談のようなお手紙のやりとりができればなぁと思いま
す。

女性
40代

絢さん

2019年8月31日まで

●もうすぐ30代。文通初心者ですが、字の練習、文章力を向上し
たい、文房具が好きなことなどから、この村を見つけて、始めて
みたい！と思いました。●男女年齢問いません、堅苦しくなくやり
取りできればと思います。●最近は宇多田ヒカルがマイブーム。
基本はポルノグラフィティやYUIなどが好きです。他、浅く広く聞い
ています。●一度だけでもOK。よければお話ししてください。

女性
20代

文旦さん
越中通り 38番地

2019年5月31日まで

音楽鑑賞、インターネット、スポーツＴＶ観戦など

読書、映画、民藝、刺繍、古着、古道具、美術館、
お菓子、料理、パン

はじめまして。既婚子なしの主婦です。音楽は昔からス
ピッツが大好きです。あと馬券は買いませんがお馬さん
が大好きです。趣味が合う方求めではないので、気軽
にお手紙いただけると嬉しいです。

ポストカードがたくさんたまってきたので、楽しく文通をしたいで
す。 趣味で刺繍をしています。 休みの日に料理をして家でのんび
りしたり、美術館やパン屋を巡ることが大好きです。 最近は民藝
に興味があります。 文通は初めてで不慣れなところもありますが、
どうぞよろしくお願いいたします。

女性
30代

ぱるみーるさん
杜の都通り 94番地

2019年5月31日まで

女性
30代

読書(最近はアガサ・クリスティー)、散歩、カフェ巡
り、犬と遊ぶ、ヨガ
字を書く機会が減ったわりに、ペンやレターセットなどの文房具が
好きで買ってしまうので、文通やりたいなと思い立ちました。未婚・
独り暮らしで仕事と家の往復がメインなので、気分転換に文通で
きたらなと思っています。

女性
20代

ののはさん
なにわ通り 278番地

2019年5月31日まで

女性
40代

みんめいさん
しゃちほこ通り 216番地

2019年5月31日まで

野球観戦、ウォーキング、映画鑑賞、御朱印集め、
読書
仕事の休みを利用して土日は、名鉄、JRのウォーキング
を利用してウォーキングしながら御朱印を集めています。
映画鑑賞、読書、旅行などいろいろなことに興味があり
ます。

お江戸通り 570番地

2019年5月31日まで

ジャンル問わず音楽、読書、映画鑑賞、美容、
ショッピング、
はじめまして 目にとめて頂きありがとうございます。 手
紙を書くことがなくなったなーと考えていたところ、『文
通村』に出会いました。 年齢・性別問わず、いろいろな
お話ができればと思ってます。

女性
50代

シール、マステ、紙物、文具、雑貨、小物、映画
鑑賞、写真、動物、のんびりすること
はじめまして、昔から手紙を書く事が大好きで、始めてみました。
ナチュラルな物やシンプルな物が好きですが可愛い物も大好きで
す。ゆっくりですが御朱印も集めています。読書も好きなのでお
すすめがあれば教えてほしいです！ワンコが１匹います。性別年
齢問いません、よろしくお願いします。

はちさん

ラッキーさん
なにわ通り 279番地

2019年5月31日まで

食べること KREVAのライブに行くこと
子育てが一段落しこれからは老後の楽しみを探していきたいと思っ
ています 家庭菜園を始めました 先日125ccの中型バイク免許をと
りツーリングに行きたいなぁと思ったりもしています この歳になり
自分は結構活動的だと驚いています

女性
30代

花（旧:たろ）さん
六甲通り 192番地

2019年5月31日まで

映画 アニメ 漫画 マステ&シール集め ほぼ日手帳
カラオケ 収納
5歳と0歳の子供がいます。 かなりアウトドア派で休みの日は家族
で遊び歩いています♪カフェ、食べ歩き、旅行、洋服屋さん巡りな
ど♪ 明るくて面白い人が好き！趣味が合う方と繋がりたい○ マス
テ大好きなので、少しずつ交換できる方も募集中♪
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女性
30代

2019年3月1日

トッティーさん
茶畑通り 122番地

2019年8月31日まで

女性
30代

旅行、ごろごろ、ショッピング、英会話、一人行動、
レターセット集め
はじめまして！ 昨年夏に出産し、ただ今育休中で、0歳の元気な
男の子の育児に奮闘してます。 子供を寝かしつけたあとの、ほっ
と一息の時間にお手紙書きたいと思います。 基本アクティブで、
息子とも毎日いろいろ出かけてます！ 子育てのこと、趣味やお仕
事のこと、いろいろお話できると嬉しいです。 よろしくお願いしま
す♪

女性
30代

八代カヅハさん
相模ハマっ子通り 245番地

2019年5月31日まで

女性
50代

海月（旧:猫の耳）さん
お江戸通り 571番地

2019年8月31日まで

女性
40代

いなほさん
ピーナッツ通り 253番地

2019年8月31日まで

女性
40代

きびだんご通り 67番地

2019年8月31日まで

初めまして。 小鳥や動物、自然が大好きです。 セキセイインコと
文鳥、長女(21歳)と暮らしています。 小鳥グッズやご当地ベアな
ど可愛い物が大好きです。 仕事に追われて忙しい毎日ですが、小
さな手仕事や丁寧に暮らすことを大事にしたいなぁと思ってます。
同じ趣味の方だけでなく、様々な方と交流してみたいです。よろし
くお願い致します。

女性
30代

みほさん
お江戸通り 572番地

2019年5月31日まで

漫画、ゲーム、カラオケ、お菓子作り
82年生まれで、高校生の息子が居ます。うさぎも飼ってます。ゲー
ムはとび森とスプラトゥーン、たまごっちにはまっています。V6も
中２の時から好きです。 久し振りに文通したと思って、入会しまし
た！同年代くらいの女性の方で趣味とか似てる人と文通したいです。
夢は46道府県に文通相手を作る事(*´∇｀*)

女性
20代

けんけつさん
もみじ饅頭通り 88番地

2019年5月31日まで

読書、映画鑑賞、語学学習、ピアノ練習、歌、絵
画鑑賞、初めてのことに挑戦すること

こんにちは。夫と子供2人（小中学生）と暮らしているワーキング
マザーです。動物が好きでモルモットやカメを飼っています。 子
どものことやペットのこと、日常のちょっとしたことをやり取りでき
たらいいなあと思って入会しました。よろしくお願いします。

あやかさん
どさんこ通り 188番地

ひよりさん
手芸、空を見ること、自然の中でのんびりすること、
読書、ポスクロ、広島東洋カープ

釣り、小動物、家庭菜園、読書

女性
20代

2019年5月31日まで

30代独身女性です。日々の何気ないこと、趣味のお話、
色々お話できると嬉しいです。女性限定でお願いします。

旅行、海、バドミントン、読書、シルクペインティ
ング、スイーツ、手紙
年数回の旅行（台湾プラスα）を糧に仕事を頑張っています。碧い
海でシュノーケリング、旅行先で出会った美味しいものを家庭で再
現したり、旅行記を拝見して妄想旅行（笑）や週に３回バドミント
ンを楽しんでいます。時間に追われる毎日ですが、お互いのペー
スでゆっくりお便りできれば嬉しいです。

平城京通り 50番地

読書、映画・音楽鑑賞、お散歩、ドライブ、おしゃ
れ、カフェ、ヨガ、水泳

カエル、原田ちあき、松田龍平、納豆、プラネタリウム、展
示、動物、植物、少年漫画、BTS

文通するのは小学生の時以来で、どんな方からお手紙
が届くのかな、とドキドキしています。 年齢・性別は問
いませんので、どうか気軽に手紙を送ってください。

リエルさん

2019年5月31日まで

読書、食べること、文房具やマステやシール集め
3年ほど前から文通を初めて楽しさに引き込まれました。集中して
字を書いている時が癒しです。仕事は在宅でウェブライターをして
います。お茶の間オタクになってしまいましたが漫画やアニメ、KPOPが好きです。美容やダイエットも頑張っています。

ジャンル、ライフスタイル問わずいろんな方と文通がで
きたらいいなと思っています。日常の些細なことから、
最近見た本や映画についての感想の言い合いっこなども
できたらなと思っています。よろしくお願いします。

女性
40代

ちいさん
相模ハマっ子通り 246番地

2019年5月31日まで

スピッツ、絵画鑑賞、相撲、児童文学、アガサクリスティー
のポアロ、読書、散歩、料理、映画

０歳児を育児中です。子供が寝た夜のささやかな楽し
みとして手紙を書きたいと思いました。育児の話や、趣
味や日常のささやかな話を気軽にできたらと思います。
ワクワクしております。
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女性
50代

2019年3月1日

熊吉さん
いよかん通り 18番地

2019年8月31日まで

女性
20代

ミュージカル・ご執印・神社仏閣巡り・お笑い、漫
才・ゲーム【ドラクエ】リラックマ
こんにちは、はじめまして。介護士をしております。一度諸事情に
より、退会したのですがやっとこさプライベートも落ち着きあらた
めて入村しました。趣味の事また、日常の事など、お互いのペー
スで、ゆっくり文通できればうれしいです。よろしくお願いいたし
ます。

女性
30代

ふみこさん
きりたんぽ通り 31番地

2019年5月31日まで

きょうかさん
しゃちほこ通り 217番地

2019年5月31日まで

温泉、旅行、お菓子作り、食べること、動画鑑賞、
リラックマグッズを集めること
はじめまして。字を書くことが好きで、字を書くきっかけが欲しい
と思い登録してみました。日常のことや好きなものなど、色んなこ
とをゆるーく話せたら嬉しいです。仕事が不規則であるため、返事
が遅くなることもあると思います。ご理解いただける方よろしくお
願いします。

女性
30代

ゆうちゃんさん
うつくしま通り 57番地

2019年5月31日まで

読書、子育て、図書館巡り、ラジオ、ひとり旅、
音楽、フェス

音楽(特にレゲエ)、お笑い、買い物、写真、お茶、文房具、
KAOKAOPANDA、

5歳と0歳の子供がいるワーキングマザーです。趣味や年代は問い
ません。日々の事から、過去、未来、その時おもうことを文章に
してやり取りできたらいいなと思います。レターセットもこだわり
ありません。悩みや愚痴なんかも大歓迎です。

はじめまして、０歳の娘をもつゆうちゃんと申します。 夫と娘の３
人暮らしで、今は専業主婦をしています。 以前花の仕事をしてい
たこともあり、花や空の写真を撮るのが好きです。 趣味の話や育
児のこと、日常の他愛もない話など、色々お話しできればと思い
ます。 よろしくお願いします。

女性
50代

マシュマロさん
お江戸通り 573番地

2019年5月31日まで

女性
20代

ドライブ、文通

バービーちゃんさん
お江戸通り 574番地

2019年5月31日まで

女性限定で！m(._.)m 同じ趣味の友達が周りにいないため 共通の
趣味がなにか１つでも合えば年齢問わず嬉しいです！ 雑貨屋さん
やロフトなどで趣味のメモやシール、 マスキングテープなど買っ
て集めています。 ドールはバービー、リカちゃんやドールハウス系
のおもちゃも好きです(^^) ちょっとでも気になったら是非☆

ぶんぶんさん
お江戸通り 575番地

2019年8月31日まで

初めまして。現在は医療系の職に携わっております。 「書く」こと
が大好きで、昔はよく友達と文通していました。今はSNSが主になっ
てしまい、ほとんど手紙を書く機会がないためこちらに登録してみ
ました。年齢や性別を問わず、色々な方とお話をしてみたいです。

女性
40代

紙ものマステシール、ドール人形、スイーツ、サン
リオ、ディズニー、ファッション

男性
20代

彩の国通り 252番地
書道、旅行、御朱印集め、ゲーム

私は、50代の内部障害を持っています。 息子と娘は独立して、夫
と2人暮らしをしています。 夫は昼間仕事でいないので、自分の時
間を有効に使えたらいいなぁ。と思い、思いきって文通村に入会し
てみる事にしました。 女性の方で楽しく文通がしたいです。 宜しく
お願いします。

女性
30代

文花さん

2019年5月31日まで

バイク、映画鑑賞、靴磨き
あまり字も綺麗ではないですがそれでも良いという方、 お相手し
てくださると嬉しいです。 去年から小さいバイクに乗り始めたので
一番ハマっているのはバイクです（笑） 新しい出会いがあったらい
いなと思って登録しました。 どうぞよろしくお願いします。

香さん
しゃちほこ通り 218番地

2019年8月31日まで

読書、体に良いこと、バドミントン、ピアノ
一人娘がいるシングルマザーです。 読書が好きなので、読んだ本
の感想を書きあったり、子育て中の方であれば、お互い子育ての
悩みを相談したりできたらいいなと思います。 まだまだ新しいこと
も始めたいので、趣味やハマってることなど、楽しく文通できたら
なと思います。 よろしくお願いします。

女性
20代

ハルさん
もみじ饅頭通り 90番地

2019年5月31日まで

読書・音楽鑑賞（ミスチルファンです）・YouTubeで動画を
見る・ゲーム・美容・文房具
はじめまして。ハルといいます。ど田舎で一人暮らしをしている会
社員です。20代後半で、独身です。共通の趣味がある方はもちろ
ん、様々な方と文通ができたらいいなと思っています。日常のこと
や、趣味のこと、のんびりやり取りしたいです。文通は初めての
世界なので楽しみです。
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女性
50代

2019年3月1日

ひなたさん
どんたく通り 152番地

2019年8月31日まで

女性
20代

読書、断捨離、温泉旅行、器集め、料理
初めまして(*^^*)夫とふたり、気付けば50代になりました。専業主
婦で家が好きでこもりがちです(笑)文字は下手ですが、読むのも
書くのも好きなので、日々のたわいのない話などを楽しくやりとり
したいと思っています。同年代の女性限定でお願いします☆

女性
40代

つんこさん
常陸の国通り 85番地

2019年8月31日まで

女性
40代

林檎さん
なにわ通り 281番地

2019年5月31日まで

女性
40代

コトブキさん
彩の国通り 253番地

2019年5月31日まで

女性
60代

女性
50代

ヨッシーさん
もみじ饅頭通り 91番地

2019年8月31日まで

読書、映画鑑賞、手芸、雑貨、ライブ、ファション、
ディスプレイ
はじめまして、まだまだ色々な事に好奇心旺盛で常に日々楽しい
事を見つけながら生活しております。夫婦でお店をしており、子
供は３人皆成人しています。以前から手紙を書く事は好きで文通
経験も御座います。字は不得意ですが、心を込めてお便りさせて
頂きます。日常の出来事から、書きたい事、聞いて欲しい事など
何でも心おきなくやり取り出来たらと思っています。宜しくお願い
致します。

ダイヤモンドダストさん
ピーナッツ通り 254番地

2019年8月31日まで

旅行・読書・料理・フラワーアレンジ テレビ鑑賞
温泉旅館に宿泊し、各地の名所を観光したり、 そこの美味しい物
を食べるのが大好きです。 家では、読書やテレビを見て過ごして
います。 楽しく、気さくに文通が出来たら嬉しいです。 どうぞよろ
しくお願いいたします。

女性
20代

ぱちねるさん
どんたく通り 153番地

2019年8月31日まで

ゲーム(主にソシャゲ)、アニメ鑑賞、ショッピング、文通、ドー
ル、旅行、紙類を集めること

はじめまして！ 文通が大好なので、お試し体験ではあ
りますが文通村に登録してみました！ 趣味が合う方など
ぜひお声かけよろしくお願いします〜！

女性
20代

タロウさん
古都みやび通り 109番地

2019年5月31日まで

読書、女性アイドル、女児アニメ、アナログゲー
ム

猫 温泉巡り 神社仏閣巡り ドライブ オーガニックコスメ カフェ
巡り たまに水泳
夫と猫達(10歳♀、5歳♀、3歳♂)とのんびり暮らしています。 同じ
趣味をお持ちの方はもちろん、違う趣味をお持ちの方や年代の違
う方とも色々お話してみたいです。 月に1～2回、心がほっこりあ
たたかくなるような文通が出来たらと思います。 字は上手ではあ
りませんが、ひと言ひと言に心を込めてお返事致しますので、よろ
しくお願い致します。

2019年5月31日まで

はじめまして。20代後半会社員のまつみと申します。ちょうど自宅
で出来る趣味を探していて昔、遠くに転校していったお友達と文通
をしていたこと、それがとても楽しかったことを思い出しました。
ゆっくりお互いのペースでやり取りできたらいいなと思います。よ
ろしくお願いします。

読書・音楽鑑賞・文通・メール・御朱印集め
40代の既婚者です。 最近はメールですますことが多くな
りましたが、手書きの暖かみがとても懐かしい今日この
頃。あまり話題豊富ではなく、受け身になりがちですが、
どうぞよろしくお願いいたします。

お江戸通り 576番地

散歩、料理、hulu・dアニメ鑑賞、ファッション、
ショッピング

ガーデニング、映画鑑賞、海外ドラマ、文房具、
読書、コーヒー
はじめまして。夫と二人暮らしの専業主婦です。人付き合いが苦
手なインドア派。いい距離感でやりとりができる文通が大好きで
す。日々のなんでもない話ばかりかもしれませんがよろしくお願い
します。14歳の犬を飼っています。

まつみさん

はじめまして 空いた時間は大抵読書をして過ごしています。特に
少女小説が好きです。 アナログゲームもとても好きです。ゲーム
について色々話したいです。 あと、坂道グループやセーラームー
ン、プリキュアなどの女児アニメや乙女ゲームも好きです。 よろし
くお願いします。

女性
30代

左岐子さん
火の国通り 32番地

2019年5月31日まで

星、猫、紙物、お菓子、ぬいぐるみ、サンリオ、旅行、こっ
ちむいてみい子、V6、滝翼、D
初めまして。子供の頃からお手紙を書くのが好きでレターセットが
大好きで集めています。一目惚れした便箋や葉書で沢山の方にお
手紙書きたいです。ダッフィー&フレンズと可愛いお洋服やグッズ
が大好きで昼と夜仕事をしながら手話の勉強をしておりますがゆるー
い落書きしたり深夜星を見ながら自転車で帰ったりしている私です
がよろしくお願い致します！お気軽にお手紙頂けたら嬉しいです☆
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女性
20代

2019年3月1日

カピバラさん
杜の都通り 95番地

2019年8月31日まで

女性
20代

読書、料理、文房具を見ること、刺繍、勉強、旅
行、テニス
文房具と紙が、好きなので始めてみました。 小さいときかわいい
シールやメモ帳を交換したりが大好きだったのでそんなことも出来
ればと思っています。 あとは、手芸、料理のレシピなどオススメ
があれば教えてほしいです。たくさんのことに挑戦してみたいです。
何か同じことをやってあーだこーだって言い合うのもいいですね。
どんな方からのお手紙もお待ちしてます。

女性
30代

きょうさん
さぬき通り 34番地

2019年5月31日まで

女性
30代

こむぎさん
うつくしま通り 58番地

2019年5月31日まで

女性
40代

いぬこさん
茶畑通り 123番地

2019年8月31日まで

女性
30代

女性
40代

ゆうさん
もみじ饅頭通り 92番地

2019年5月31日まで

マステ、カラオケ、テレビ、ジャニーズ、旅行、
記念スタンプ、フォルムカード、など。
はじめまして。時間がある中ふと趣味が１つでも合う方と繋がりた
いと思っていた時文通村の事を知りました。初心者ですが、可愛
いレタセ大歓迎ですのでお手紙届くの楽しみな毎日でありたいと思
います。よろしくお願い致します。

めだかさん
なにわ通り 282番地

2019年5月31日まで

読書、旅行、テレビ、ラジオ、散歩、植物、めだ
か
はじめまして。転勤族の夫とふたり暮らしのパート主婦です。手紙
を書くのが大好きなので、以前から興味のあった文通村に入会しま
した。日常の些細なことや趣味のお話、悩み相談など年齢を問わ
ず色々な方と(女性限定で)やり取り出来たら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

沢さん
ピーナッツ通り 255番地

2019年5月31日まで

映画鑑賞、ミュージカル鑑賞、ドライブ、旅行
はじめまして。夫と2人で暮らしています。小さい頃から手紙を書
くのが好きで、誰かに送りたいとレターセットをつい買ってしまいま
す。コーヒーを観ながらのんびり映画を観るのが好きです。
色々な話ができたら嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
30代

読書、お酒、国内旅行、お弁当。何か文章を書く
こと。
独り身の相棒だった愛犬を亡くして早三年、何もする気になれず職
場と家の往復でぼんやり生きていましたが、何か趣味らしいことを
したいなぁと思って登録しました。好きなものを何か見つけたいな。
以前は漫画もゲームも.5も好きなゴリッゴリのオタク趣味でしたが
最近のものはあまり詳しくないです。

2019年8月31日まで

はじめまして。趣味はほぼ机上でできることで、休日はドライブが
てら文房具屋さんへ行ったり、カフェでお茶を飲んでまったりする
ことが好きです。文通は初めてですが、お互いに無理なく、楽しく
やりとりできるといいですね。悪筆ですが、心を込めて書きます。
どうぞよろしくお願いします。

寝ること、食べること、読書(マンガ、小説)、映画
鑑賞、文通、ウッドバーニング
初めまして！生後09ヶ月の男の子ママしながら専業主婦
してます◎ゆるーく趣味トーク、子育てトークから悩み、
グチなどなど色々お話出来たら嬉しいです(*´ `*)♡

どさんこ通り 189番地

文房具、手帳、紙もの・紙雑貨、ゲーム、ネット、
カフェ、ドライブ

文通、ジャニーズ、ライブに行く事、音楽を聴く事、
俳優、ネイル、書道
初めまして。年少の娘と5月に第二子出産予定の主婦です。ジャニー
ズはKinKi、Hey!Say!JUMP、キンプリのファンです。俳優は吉沢
亮君、山﨑賢人君、中川大志君など。レタセ、シール、マステ、
ディズニー、マイメロ、SNOOPY、100均、セルフネイルなど。女
性限定で、日常や趣味の事などお話できたらと思います。よろしく
お願いします。お気軽にお手紙下さい☆

カナさん

サクラさん
どんたく通り 155番地

2019年8月31日まで

マスキング集め、御朱印巡り、カフェ巡り、読書、
雑貨屋巡り、旅行
はじめまして！サクラと言います。可愛いマスキングテープを見て
しまうとつい買っちゃいます。あとアニメが好きで名探偵コナンや
歌のプリンスさま♪など見ますし、声優さん達も大好きです。最近
はカフェで本を読むことにハマっています。旅行も好きで、ひとり
旅は良く行きます。文通は出来れば女性限定でお願いします。い
い方に巡り会えたら嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
40代

もちこさん
加賀の国通り 32番地

2019年5月31日まで

読書、ペン習字(習い始めたばかり)、イラスト、万年筆、星
を見ること、のんびりすること
はじめまして。夫と子ども二人と暮らしています。趣味や好きなも
の、毎日のささやかな楽しみなどについて様々な方とお話したい
と思い入会しました。同じ趣味な方はもちろん、違った趣味の方の
お話も聞いてみたいとも思ってます。休みの日にのんびりコーヒー
を飲みながら本を読むのが好きです。よろしくお願いします。
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女性
40代

2019年3月1日

ひだまりさん
どんたく通り 156番地

2019年8月31日まで

読書 パズル（ロジック、クロスワード等）
猫カフェ通い スポーツ観戦

日本史

まるみさん
ピーナッツ通り 256番地

2019年5月31日まで

女性
30代

楓香さん
彩の国通り 254番地

2019年5月31日まで

読書、囲碁、お掃除、お香やアロマなどの香り全
般
俗に言う「スピリチュアル」な不思議な生活をしています。
オカルトや宗教のまわし者ではありませんので（笑）、
その辺りに大らかな方々とお話させていただきたいです。

加賀の国通り 33番地

2019年5月31日まで

四人の子持ちのシングルマザーです。人付き合いが苦手で友達が
いません。子育てと仕事、家事で毎日が終わってしまって、こんな
私でも何か楽しいことはないかと探しているときに、文通村を知り
ました。 私と同じような境遇の人とお話したり、悩みを話し合った
りしてみたいです。興味を持ってくださった方、お手紙下さい。待っ
てます。

女性
40代

料理、鉄道（乗り鉄）、映画鑑賞、和菓子屋さん
巡り
ミニシアター系の映画を見たり、ぼーっと電車に乗って旅行するの
が好きです。 就職した息子と妹の3人暮らし。田舎育ちなので自
然が好きです。虫なども平気ｗ この頃手紙を書くことが少なくなっ
てきたので、また誰かとやり取りしたくなりました。よろしくお願
いします。

白ごはんさん
韓ドラ、お菓子作り

散歩

はじめまして。夫と２人暮らしの主婦「ひだまり」です。
手紙を書くのが好きでたくさんの方と文通がしたいと思
い、入会しました。日々の出来事など楽しくやり取りで
きたら嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
50代

女性
40代

ヒメリンゴさん
どさんこ通り 190番地

2019年5月31日まで

猫、コーヒー、料理、道の駅巡り、散歩、甘いも
の。
はじめまして。 夫と猫一匹とで暮らしております。趣味は今は特
にありませんが、猫とコーヒーと料理が好きです。また、温泉や雑
貨屋巡りなども楽しんでいます。 日々のことや好きなことなど
（主に女性と）お話しできたら嬉しく思います。どうぞよろしくお
願いします。

女性
40代

よっぴぃたまごさん
どさんこ通り 128番地

2019年8月31日まで

温泉、登山、お酒、旅行
昔から文通やレターセット集めが好きでした。しばらく遠ざかって
いましたが、又、文通相手ができたら楽しいだろうな、と思って登
録しました。最近の休日は食べ歩き、温泉巡り。夏は登山、アウ
トドアをしています。同じような趣味のかたとお友達になりたいで
す。

