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第224号

2019年3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
30代

香乃さん
お江戸通り 243番地

2020年3月15日まで

男性
50代

女性
10代

あかりさん
桜島通り 36番地

2019年6月15日まで

お江戸通り 365番地

2019年9月15日まで

大型バイク、霊場巡り、旅行（温泉）、バーベ
キュー、船釣り

散歩、音楽鑑賞、読書、リラックマグッズ集め、手紙、お笑
い、オレンジリボン、写真、料理など
音楽鑑賞はピアノの曲やスピッツを最近聴きます。フルタイムで働
いてた時の給料で買ったデジカメ？が宝物です。 便箋がキャラク
ターものでもOKな方限定とさせてください(笑）。週末ちょっと忙
がしいため、お返事が遅れる場合があります。障害者（統合失調
症）ですが、宜しくお願い致します。

Hiroさん

はじめまして、昨年妻と子供の理解をいただき大型自動二輪の免
許を取得し、関東近郊を「CB1100」で単独ツーリングを楽しんでい
ます。 仕事でなかなか「船釣り」には行けておりませんが外房が
好きです、春の花ダイやイサキ・・ 早く暖かくならないかな・・ こん
な私ですがよろしくお願いいたします。

女性
50代

すみれぐみさん
なにわ通り 283番地

2019年9月15日まで

映画鑑賞、猫、アニメ、音楽、手芸、料理、散歩

読書、自然散策、雑貨屋巡り、テレビ、絵、音楽、
映画鑑賞、食べる事、

はじめまして！お手紙のやりとりが好きで文通に興味があり、入
会しました。映画(特に洋画･ジブリ)が大好きです。音楽はJ-pop
やKｰpopも少し、それとフルートの経験があるのでクラシック等も
聴きます。色んな方とお話できたらいいなぁと思っております、よ
ろしくお願いします♪～(´ε｀ )

昔のように手紙を書いてやり取り出来たらいいなと思っていた時に
文通村を知りました。手紙が届いた時の嬉しさを又味わいたくて申
し込みました。文具店でレターセットを選ぶ楽しみも増えそうです！
手紙を通して色々な方とお話しして楽しく繋がっていけたら嬉しい
です。よろしくお願い致します。

女性
20代

みぃたろさん
常陸の国通り 86番地

2019年9月15日まで

男性
20代

女性
30代

はっちんさん
とちおとめ通り 77番地

2019年6月15日まで

バイク/スノーボード/旅行/料理/猫/おしゃれな雑貨屋・カフェ
探し/読書/映画鑑賞
忙しく厳しい現実に追われる日々の中でも、思いやりと心のゆとり
を忘れずにいたいと感じる今日この頃。目まぐるしい進化の中だか
らこそ、手紙を通じて人との温かい繋りが築けたらと思います。
趣味はバイクとスノーボードですが慎重派。 天体、芸術、歴史に
も興味があるので色々と教えていただけたら幸いです。 年齢、性
別など問わずお気軽にお声掛け下さい。

しゃちほこ通り 220番地

2019年6月15日まで

バイク弄り、ツーリング、読書、散歩、買い物、
映画鑑賞、昼寝、

文通、レタセ・シール集め、ライブ参戦(ロックバンド)、カメ
ラ、ディズニー、食べること
新しい文通友達になっていただけたら嬉しく思います!!趣味が合い
そうだとピンと来た方がいましたら、気軽にお手紙送ってくださ
い(^^)特に、医療関係の仕事してる方、邦ロックが好きな方、ディ
ズニーが好きな方と繋がれると嬉しく思います!!その他の方ももち
ろん仲良くしてくれればなと思います(^^)不馴れな点もあるかと思
いますが仲良くしてください♪よろしくお願いします‼

鉄さん

転職を機に色々と新しいことにチャレンジしようと思って
います。趣味以外でも様々なことに触れるきっかけとし
て文通させていただければ嬉しいです。

女性
20代

塩素さん
さがん通り 19番地

2019年6月15日まで

ラジオ、図書館で読書
人に伝わるような文章を書く練習で、文通を始めてみました。注意
欠陥型の発達障害のため誤字脱字が多いですが、大目に見ていた
だけると幸いです。普段はラジオを聴いたり読書をしたりして過ご
しています。宜しくお願いします。
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女性
20代

2019年3月15日

じうもさんさん
しゃちほこ通り 221番地

2019年6月15日まで

女性
30代

寝ること、車を運転すること、当てもなく冒険する
こと、空を時々眺めること
のんびり楽しく生きています。 最近こんなことがあって
楽しかった、悲しかった、疲れちゃった。 ぽつぽつ溢れ
る気持ちを、これまたのんびり交換できたらいいなと思っ
ています。

女性
20代

なーさん
お江戸通り 579番地

2019年6月15日まで

愛犬大好き。ビションフリーゼ4匹と毎日賑やかに暮らしています。
音楽はGLAYとDIR EN GREYが大好きです。文房具が大好きでマス
テも集めてます。交換など出来たら嬉しいです。 字は綺麗ではあ
りませんが、文通の楽しさをまた体験したくて入村しました。よろ
しくお願いします。

女性
40代

しろたへさん
2019年9月15日まで

ささやかな日常をいろいろな方とお話して世界観を共有できたら嬉
しいです。20年ほど男性の多い会社で勤務していたため性別は気
になりません。後パートもしていましたが今は体力続かず専業中。
年代が気になる方はポストカード（葉書箋ＯＫ）やミニレターも歓
迎です。

ぽた子さん
杜の都通り 96番地

男性
60代

2019年6月15日まで

好きなさくらももこの本を読んでいたら『文通』の話が出てきて、
お手紙が無性に書きたくなって登録しました。 お手紙が来てうれし
い！得した！と思えるような内容でお届けしたいと思っています。
料理が好きな方、でもダイエットも気になる方、最近これよかった
よ！等、教えてくださる方、それ以外の方も是非お手紙ください。
のんびりお返事でもよい方でお願いします。

こよりさん
ちょるる通り 45番地

平城京通り 51番地

2019年9月15日まで

2019年6月15日まで

紙もの作り(始めたばかり） 食べること
はじめまして。 レターセットやシールなどが大好きで活
用したくて入村しました。よろしくお願いします。 文才
ないですがいろいろなことを思いのままにやり取り出来
たら嬉しいです。 ご縁ありますように

ホイコーローさん
うつくしま通り 59番地

2019年6月15日まで

読書 山歩き サバイバル ＦＸ
体調を崩して、早目のリタイヤ少しゆったりした時間を
楽しめたらと思い参加を希望しました。

女性
20代

探検、料理、チョコ、酒、コーヒー、YouTube、本、さくら
ももこ、音楽、猫、服、美容健康

女性
40代

まさめさん

小中学生の頃は文通に夢中だったのを思い出し、久々に誰かにお
手紙を書いてみたくて登録しました。毎月どこかの映画館か劇場に
出没している映画(特に洋画)&お芝居好きです。読書は小説からマ
ンガまで何でも読む乱読派です。アニメも好きです。趣味や日常
のささいなお話を、まったりとしたペースで交換できたらいいなと
思っています。宜しくお願い致します。

読書、カフェでまったり、旅行、ドライブ、紅茶など、雑貨、
少し御朱印、日本古代史、世界史

女性
40代

2019年9月15日まで

読書、映画鑑賞、観劇、寺社仏閣巡り

はじめまして。可愛いレターセットやメモ帳・シール・マ
スキングテープなどを買うのにハマり元々書くことが好
きなので今回入会してみました！！同じ趣味の方とたく
さんやり取りできたら嬉しいです。

相模ハマっ子通り 247番地

もみじ饅頭通り 93番地

愛犬 音楽鑑賞 ドライブ 手芸 文房具 マスキングテー
プ

紙もの、シール、マステ集め

女性
40代

わるものさん

鱸(すずき)さん
ピーナッツ通り 257番地

2019年6月15日まで

読書 小説書き ミュージアムショップ 同人 花を見ること ジム
通い 野球 ファッション
「るきさん」みたいな生活がしてみたいHSPです。文通的な意味で
あしながおじさんを募集中です。 書いている小説がスランプ気味
でして、文通もやってみたかったなぁ、とふと思い入会してみまし
た。 読んだ本の話、日常の出来事など、色々拝読したいです。絵
葉書〜手紙の柄、内容の長短問いません。老若男女人種人間非人
間すべての方のお手紙をお待ちしています。

女性
20代

あっつんさん
かぼす通り 27番地

2019年6月15日まで

旅行、御朱印集め
デビュー後からのKing&Prince(キンプリ)ファンです。キンプリファ
ン以外の方とも仲良くなりたいです。 あと、一人旅が好きです。
今まで行った中で一番よかったのは京都！ 素敵なご縁があります
ように。
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女性
20代

2019年3月15日

しばコアラさん
六甲通り 194番地

2019年6月15日まで

女性
20代

ヨガ 万年筆 文房具 マステ 英語 旅行 ボルダリング
美文字 読書 柴犬
SNSでたまたま知り、手紙のやり取りをやってみたい！と思いまし
た。英語でもお手紙を書けたらかっこいいななんて漠然とした理由
で英語でやり取りをしてくださる方も募集中です。もちろん、日本
語で徒然なるままにお話もしたいです^_^趣味は色々とあって、と
にかくいろんなことに挑戦してみたいです。いろんな話をできたら、
と思います。

男性
40代

キオさん
彩の国通り 255番地

2019年6月15日まで

女性
30代

れいなさん
しゃちほこ通り 222番地

2019年6月15日まで

女性
30代

しろさん
上州三山通り 59番地

2019年9月15日まで

男性
30代

きびだんご通り 68番地

2019年9月15日まで

のんびりとした性格で、日常会話ですらペースが早く感
じ、思いが伝わらないことにヤキモキしています。じっく
りと大事に言葉を紡げる手紙で、お話しできる方を増や
せたらいいな、と思っています。

女性
30代

あすまるさん
常陸の国通り 88番地

2019年6月15日まで

おいしいもの探し
こんにちは！あすまると申します^_^ 3歳の娘の育児と仕事で慌た
だしく動き回っていますが、少しずつ落ち着いた気分になれるよう
に興味のあった文通に飛び込んでみました。好きなことは、おいし
いものを探すことです。パン屋さんを巡るのはとっても好きです！！
そして、星野源さんがとても大好きです！ よろしくお願いします！

女性
30代

ちーさん
お江戸通り 580番地

2019年9月15日まで

カメラ、旅行、お菓子作り、ショッピング、ファッ
ション、カフェ巡り、御朱印

旅行が好きで、たまに国内も海外も行きます。 少しづつ韓国語と
英語と中国語を勉強しています。 マスキングテープとかシールを
集めるのが好きです。 ジャニーズも好きです。一人暮らしをして
います。 よろしくお願いします(*´꒳`*)

omiさん
うつくしま通り 60番地

リンクスさん
ワイン、写真、ウォーキング、読書、万年筆

旅行、読書

女性
30代

2019年9月15日まで

昔からなんとなく興味があった文通。最近、文字を書く機会も減っ
て、新しい趣味も欲しいと思っていたところだったので、始めてみ
ることにしました！ゆずが好きでライブに行ったり、友達と旅行先
で美味しいもの食べたり、お家でまったりお笑いを見たりするのが
楽しみです。文通は初心者ですが、色んな方とやりとりできたら
嬉しいです！よろしくお願いします。

ディズニー＊サッカー観戦＊映画鑑賞＊海外ドラマ
＊RADWIMPS＊かえるのコポー＊甘いもの
はじめまして❁ 地元を離れ主人の故郷へ引っ越してきました。仕事
も辞め、時間に余裕ができたため学生時代にやっていた文通を始
めたいと思い登録しました。 育児,家庭の話や、恋バナや趣味の話
まで大歓迎です(*´ `*) ※2歳になる子供がいるため、子供の話題
に抵抗のない方だと嬉しいです。 (女性の方限定でお願いいたしま
す) 素敵なご縁がありますように。

信濃通り 81番地

ゆず、ライブ、旅行、食べ歩き、猫、お笑い

ウォーキング、映画鑑賞、野球観戦
はじめまして。奥さんと、大学生の息子、高校生の娘と
暮らしています。のんびり楽しくお話できればと思って
います。よろしくおねがいします。

みりんさん

2019年9月15日まで

アラサー♀未婚です。年齢性別境遇が同じ方とやり取りしたく思い
ます。趣味は旅行、カメラ、ショッピング、お菓子作り、最近は美
容に少しだけ力入れてます。恋バナ好きです！ライトなファンです
がキスマイ、ジャニーズWEST好きです。レタセに特にこだわりは
ありません。またポストカード集めも好きでこちらでもやり取りで
きたら嬉しいです。気が合いそうな方やり取りお願いします！

女性
50代

あおいそらさん
古都みやび通り 79番地

2019年6月15日まで

イラスト、ほぼ日手帳、文房具(マステ、万年筆など)、紙雑
貨、ゲーム、漫画、アニメなど

英会話、音楽を聴きながらのウォーキング、イラス
ト

育児の傍ら細々と趣味を楽しんでいる主婦です。お絵描きなど共
通の趣味がある方や似た環境の方、特に共通点はなくともご興味
をお持ちくださった方までのんびりペースにてやり取りできればと
思います。 また、封書でのやり取り以外にポストカード文通のお
相手様も探しております。こちらは趣味で集めた海外のダイカット
葉書などを用いたお便りになると思いますが宜しくお願い致します。

何気ない日常でも、文章やイラストにして楽しい特別な
出来事にするのが好きです。知り合えた方と、手紙を通
していろいろ語り合いたいです。
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女性
50代

2019年3月15日

あゆりんさん
平城京通り 52番地

2019年6月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞、読書

ゆみゆみさん
ピーナッツ通り 260番地

2019年6月15日まで

初めまして♪ ご覧頂きありがとうございます。 この度、文通村の
存在を知り、ついついポチリとさせてもらい入会しました！ 今、ハ
マってる事は趣味にも書きましたが色々な所の風景印や初日印・押
印集めが大好きになりつつあります。 文通を通しお話し出来たら
と思います。 似たような方、それ以外でも気になった方、一緒に
文通しませんか？ 宜しくお願いします。

真理子さん
どんたく通り 157番地

女性
30代

2019年6月15日まで

読んだり書いたりすることが好きで、お手紙を通して誰
かと仲良くなれたらなと登録しました。よろしくお願い致
します。

Qさん
お江戸通り 581番地

2019年6月15日まで

はなさん
越後通り 70番地

2019年6月15日まで

読書 * 図書館／書店巡り * お花 * ピアノ * 英語（多読）* 高
校野球観戦
はじめまして。はなと申します。「季節を大切にする」女性にとて
も憧れています。ささやかな嬉しかったことや、すきなひと、すき
なもののお話をたくさんできたら嬉しいです。「日々に対して前向
きな方」「すきなものがある方（趣味は違っても全く構いません、
大歓迎です◎）」など、女性であれば年齢は問いません。何卒よ
ろしくお願いいたします。

女性
40代

読書、書くこと寝ること食べること、シール集め、
ファッション

女性
30代

2019年6月15日まで

今年初めて出産した29歳の女の子のママです。介護の仕事をして
ましたが、今は育休でお家で子供とのんびりと過ごしています。
サンリオやディズニー等、キャラクターや可愛い物が大好きです。
文通は初めてですが、字を書くことが好きなので、とても楽しみに
しています。色々な方と色々なお話をしたいと思っています。よろ
しくお願いします

文通、旅行、風景印・初日印・押印、収集癖

女性
20代

めんこい通り 48番地

懸賞応募、可愛い物を集める、温泉巡り、コスメ
収集、ご当地キティちゃん集め

小さいお寺に 住職と住んでいます。 なかなか 出かけら
れないので 色々なお話を聴いたり 風景を知りたいです
御詠歌を勉強しています。 年齢の制限はありません。
よろしくお願いします。

女性
30代

めろめろさん

いちごキディさん
うつくしま通り 62番地

2019年6月15日まで

買い物、創作活動、カフェ巡り、読書、邦楽
はじめまして。読書好きの40代女性です。好きなことはカフェ巡り
などの食べ歩きです。創作活動も好きで手工芸(ビーズアクセサ
リー)などが趣味でいろいろ作ったりします。以前文通をしており、
手紙を書く時間は貴重な時間だと思い、再び文通をしたくなりまし
た。いろいろな方とお手紙のやりとりをしたいです。よろしくお願
い致します。

女性
50代

ホンミさん
越中通り 39番地

2019年9月15日まで

読書、映画鑑賞、スポーツ観戦、絵画のコレクション、ミュー
ジアムと名のつく場所にでかけること

文字を書くこと、語学、韓国ドラマ、手芸、スヌー
ピー、ネコ

せわしい毎日のなか、誰かのために時間をつかってみた
いと思い、登録いたしました。様々な方と色々とお話で
きたらうれしいなと思っています。よろしくお願いいたし
ます。

はじめまして。文字を書くことが好きなのに手紙を書く機会が少な
くなり入会しました。休日にゆったりと手紙を書く時間が楽しく、癒
しにもなっています。年齢問わずにいろんな方とお話ができたら嬉
しいです。よろしくお願いします。

女性
40代

るりこさん
なにわ通り 284番地

2019年9月15日まで

音楽鑑賞、ピアノ、旅行、切手収集、海外文通、
スポーツ観戦など
はじめまして。切手を集めたり手紙を書くことが好きです。音楽は
平井堅さんが好きです。外国語が好きで、毎日英語の勉強をして
います。なかなか単語が頭に入りません…。年齢が同じくらいの
方と文通したいです。よろしくお願いします。

女性
20代

スレインさん
ピーナッツ通り 261番地

2019年6月15日まで

読書、Twitter、グッズ集め、アプリゲーム
初めまして。私は千葉県住みの既婚女性です。子供はいません。
 ツキプロ/あんスタ/アイナナが好きなオタクです。 精神疾
患持ちで、性自認が曖昧という人間ですがお手紙で病んだりはし
ませんのでご安心を。 最近万年筆にハマり、文通を始めてみ
たいと思いました。 マステもかわいいなと少しだけ集めていま
す。 女性の方、お気軽にお手紙下さい。
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女性
30代

2019年3月15日

ゆうみさん
阿波の国通り 25番地

2019年6月15日まで

女性
40代

文通、ネイル、切手集めレタセ ディズニー難病ネ
フローゼ症候群 うつ 音楽
はじめまして！ 文通が大好きで登録しました。 好きなものは、セー
ラームーン、ディズニー、サンリオです。 現在、難病ネフローゼ
症候群の治療中です。 よろしくお願いします。 文通歴は長いです
日々のたわいもない話など出来たらいいな！

女性
30代

すみれさん
なにわ通り 285番地

2019年9月15日まで

女性
40代

りんさん
古都みやび通り 111番地

2019年6月15日まで

女性
20代

ゆうみんさんさん
2019年6月15日まで

はじめまして、ゆうみんです。小学生の頃から手紙を書くのが好き
です。かわいいものが好きです。趣味は映画鑑賞や散歩。歩くの
が大好きです。毎日地道でコツコツ、ゆっくり歩んで行こうと思っ
ています。どうぞよろしくお願いいたします。女性の方限定でお願
いします。

さとゆきみさん
どんたく通り 134番地

なにわ通り 286番地

2019年6月15日まで

雑貨屋を見ること、旅、シール、岩盤浴、風景を
眺めること、猫好き
20代独身です。子どもの頃から文通が好きで、またやりたいと思
い始め、お試しで入会しました。旅行に興味があるので、おすす
めなど教えて下さると嬉しいです。猫は飼っていませんが好きなの
で、たまに猫カフェに行ったりします。出来ればあまりレタセにこ
だわらない方希望です。よろしくお願いします！

女性
50代

ぽよちゃんさん
信濃通り 82番地

2019年9月15日まで

初めまして。子育ても一段落。少しですが、自分の時間が持てる
ようになりました。字は下手ですが、文通大好きです。どなたか、
私とお友達になっていただけませんか？いろんな話、たくさんしま
しょう。よろしくお願いします。

女性
30代

映画鑑賞、散歩、水中ウォーキング

女性
30代

りんごさん

手紙、文具・雑貨集め、ハーバリウム、ドライブ

こんにちは！子持ち主婦です。ずっと気になっていたのですがなか
なか勇気が出ず…お試し価格につられてやっと入村です（笑） 現
実に友達が少ないので手紙で人との交流を楽しみたいと思ってます。
気取らず堅苦しくない手紙のやりとり希望です。 NGなしで楽しく
会話してくださる方お手紙くださーい（笑） 勝手ですが40代〜50
代女性のみでお願いします。

常陸の国通り 89番地

2019年6月15日まで

子どもの頃ワンコインで出来るペンパル倶楽部に入会していました。
その時の楽しさを再び味わいたく、また離れた場所に住む方々と
お手紙で繋がれたら素敵だなと思います。 楽しくまったり、お互い
のペースで文通出来たらいいな。

文通、読書、ショッピング

女性
40代

相模ハマっ子通り 248番地

読書、写真（カメラ）、ジグソーパズル、絵を描いたり創
作物を書く、あとはSFも大好きです。

ノート、映画、ミュージカル（神田沙也加さん♡）、読書
（マンガも大好き♡）、美容、ヨガ
手紙を書くことも貰うことも大好きです♡ 大人になってからなかな
か手紙のやり取りをすることがなく、また子供の頃のように手紙を
書く楽しみ、届いた時のわくわくを感じたくて登録しました。 あま
り文章が上手なほうではありませんが、 趣味や好きなことや、
日々のたわいないことなど色々お話できたら嬉しいです♪ よろしく
お願いします。

浅葱さん

2019年9月15日まで

さちのかさん
阿波の国通り 26番地

2019年6月15日まで

音楽を聴く、お菓子作り、ラッピング
はじめまして。私は福祉の仕事をしています。転職した
ばかりで、仕事と自宅を往復する日々です。文章を書く
ことが好きなので、楽しみを見つけたいと思っています。
ゆっくりになりますが、女性の方でお願いします。

女性
50代

takaさん
彩の国通り 173番地

2019年6月15日まで

文房具、手帳を書く事、ＴＶを見る事、ディズニー

ウォーキング、文通、買い物、歌を歌うこと、読書

こんにちは。小学校いらいの文通でドキドキしてます。昔から字を
書く事が好きで手帳を書いたりしてます。手帳は『ほぼ日手帳』と
システム手帳です。趣味が合う方達とお手紙交換したいです。少
しでも気になったら…よろしくお願いします。

はじめまして！私は、50代の専業主婦です。娘が一人います。子
供の手がだいぶ離れたので、文通を始めたいと思いました。女性
限定で。日常生活のたわいもないことなど、色々、お話しできた
ら嬉しいです。宜しくお願いいたします。
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2019年3月15日

