
第225号 2019年3月31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。
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ティンティンさん
お江戸通り 292番地 2020年3月31日まで

女性
40代

ウクレレ、二胡、豆本づくり

ウクレレと二胡でボランティア演奏をしています。今年
の春から福祉の勉強をはじめます。その他はピアノ、中
国語、きっさ店めぐりなど。マイペースでお便り出して
います。

クォッカさん
どさんこ通り 151番地 2019年9月30日まで

女性
50代

読書、カフェでまったり、カラオケ、100均、2時間
ドラマ

はじめまして。子供の頃からお手紙やレターセットが好きで転校し
た同級生に手紙をかいたり、文通コーナー目当てに雑誌を購入し
ていました。夫と二人暮らしの子なし主婦ですが年齢・性別問いま
せん。お子さんやペットのお話もお聞きしたいですし、若い方とも
お話してみたいです。どうぞよろしくお願いします。

芽生えさん
六甲通り 169番地 2019年6月30日まで

女性
40代

文通、オカリナ、読書、点つなぎ、塗り絵

ポストに手紙が入ってると嬉しくなります。最近オカリナ
の練習をし始めました。映画やドラマ、アニメを見るの
も好きです。全国の方と色々な話出来たらなと思ってい
ます。よろしくお願いします。

ながつきさん
常陸の国通り 82番地 2019年6月30日まで

男性
40代

音楽・ラジオ番組・バイク

はじめまして、ながつき　と申します。 日常のお話や、
相談などを通じて手紙の やり取りを出来たら嬉しいです
よろしくお願いいたします。

あっきぃさん
紀州通り 20番地 2019年6月30日まで

女性
30代

マステ、紙モノ集め。100均巡り。ゲーム少し、カ
ラオケ。漫画読むこと

初めまして。 紙モノ、マステ集めが趣味です。 可愛い
もの、ヴィンテージ、最近はレトロアニマルにもハマっ
ています。 同じような趣味をお持ちの方、子育て中の
方、よろしくお願いします。

ゆきんこさん
うつくしま通り 63番地 2019年9月30日まで

女性
30代

カフェでまったり、読書、ヨガ、雑貨屋さん文房具巡り、ピ
アノ、海外ドラマ、マステ集め、猫

初めまして。雑貨屋さんでかわいい便箋や封筒、ハガキを 見つけ
るたびにいつも欲しいけど 出す人がいないんだよなぁとあきらめて
いました。子どもの頃、遠方に住む友達と、よく手紙のやり取りし
てたことを思いだし、ここに辿り着きました。大人になりせわしな
く生きる中で、楽しくほっこりするそんなやりとりが出来ればいい
なと思います。よろしくお願いします。

露伴さん
彩の国通り 256番地 2019年6月30日まで

女性
40代

猫、料理、読書、ガーデニング、イラスト、ヨガ、バレエ、
クラシック音楽（特にバロック）

夫婦２人と保護猫４匹で暮らしています。幸せな時間をくれる猫た
ちが何ものにも代え難く愛おしい存在です。日々のこと、猫のこと、
季節の移ろいへのまなざしなど、気軽にお話を楽しんでくださる方
がいらっしゃれば、もっと人生が豊かになるのではと期待して登録
しました。拙くも猫のイラストや漫画を描いているので、お手紙と
一緒にご高覧戴けたら嬉しく思います。

mieさん
日向の国通り 22番地 2019年6月30日まで

女性
30代

音楽鑑賞、文通、産後ダイエット、健康的な料理

0歳の女の子のママです♪ 主婦をしながら、のんびり子育てしてます
(*^^*) 育児の相談から日常の何気ないことなど色々お話できたら
嬉しいです♪ お手紙はゆっくりになると思いますがよろしくお願い
致します。
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にくきゅうさん
彩の国通り 257番地 2019年6月30日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、スポーツ観戦、旅行、神社巡り

はじめまして！男女問わず幅広く長くやりとりできる方
を探しています。日常の何気ない事や趣味のことなどお
便りくださる方、どうぞよろしくお願いします。

柚榎さん
お江戸通り 582番地 2019年9月30日まで

女性
30代

アニメ 読者 グルメ 御朱印巡り

初めまして。同じような趣味の方も縁遠い趣味の方もやり取りし
たいです。私の趣味はアニメ(特に名探偵コナン)や御朱印巡りや
たまに１人旅です。過去に辛い事やしんどい事もあったけど、今
は前向きに奮闘中です。叱咤激励ができる方、大歓迎です！よろ
しくお願いします。

いちごさん
きりたんぽ通り 32番地 2019年6月30日まで

女性
40代

映画、読書（漫画も）、散歩、写真（スマホ）、
女性アイドル、手芸、テレカ収集

初めまして。３ヶ月お試し会員です。独身。少しでも趣味の合う
方なら、年齢性別問いません。色んな趣味の話をしたいと思ってい
ます。基本、インドア派で家で過ごす事が多く、文章を書くのが好
きです。色々な方と交流して楽しみたいです☆よろしくお願いしま
す！

りえきちさん
お江戸通り 583番地 2019年9月30日まで

女性
30代

カフェ巡り、散歩、自然にふれる場所に行くこと、100均と雑
貨屋さん巡り、シール集め、料理

初めまして。 昔文通してた頃のお手紙書いたりお返事待ってるわ
くわくが懐かしくて入村しました。普段の世間話からお互いの好き
なことの話、時には相談し合ったり楽しくいろんなことお話したい
です!! ちなみに私は既婚者で旦那さんと2人暮らしです。 素敵なご
縁がありますように。 よろしくお願いします。

はるきさん
かすていら通り 35番地 2019年6月30日まで

女性
30代

読書、カフェ巡り、100均巡り、ハンドメイド、文
房具、紙モノ集め、字を書くこと

はじめまして。字を書くことが好きで文通をしたいと思い、
入会しました。メンタル持ちですが、文通を通していろ
んな方とお話が出来たら嬉しいです。文通初心者ですが
よろしくお願いします(*^^*)

あまいろさん
さるぼぼ通り 49番地 2019年9月30日まで

女性
30代

漫画、イラスト（水彩）、読書、アニメ、映画、マイノート、
文具（シール、マステ、付箋）

日常のささやかな喜びを共有したり、趣味のことなど、色々なお
話が出来ればと思います。様々な人の考え方に触れたいです。好
きなものは、すみっコぐらし（とかげ）、サンリオ（サンリオ男子
も）、ディズニープリンセス、ミニオンズ、ムーミンなど可愛いも
の。雑貨。鉱石。ART（主に絵画や人形）、民俗学、歴史。とう
らぶ。文スト（ゲーム）。女性限定でよろしくお願いします。

あやこんさん
ちゅら海通り 39番地 2019年9月30日まで

女性
50代

パン作り、お菓子作り、映画鑑賞、洋裁、料理、
台湾。

南の島で、小さなパン屋をしています。夫と子供とコーギーと猫と
暮らしています。調理の仕事もしているので、毎日献立のことばか
り考えています。手紙は書くのも読むのも好きです。TUBEと槇原
敬之さんが大好き。もっかの夢は、台湾旅行。こんな私ですが、
よろしくお願いします。

みぃみぃさん
しゃちほこ通り 223番地 2019年6月30日まで

女性
30代

マステ、シール集め、手帳、カフェ巡り、お菓子作
り、演劇、ディズニー

初めまして！0歳と３歳のママです。マステやシールなどの紙モノ、
雑貨が好きです。コーヒーや紅茶、甘いものにも癒されています。
趣味の話、日常のことなどなど色々お話ししたいです♪ お手紙や
ポストカードなどでマイペースにやりとり出来たらいいなぁと思い
ます。お気軽によろしくお願いします。

桜さん
どさんこ通り 191番地 2019年6月30日まで

女性
50代

映画鑑賞 読書 ドライブ 猫

職場の環境も良く 笑って過ごしていますが フッとした時に有意義な
時間を過ごしたいなぁと思う事があります何か新しい事を始めるの
も良いと思いますが 今はお手紙が届くワクワク感を楽しみたいと思っ
ています。

ひさん
六甲通り 198番地 2019年6月30日まで

女性
40代

猫、雑貨、手芸、紙モノ、ものづくり、映画鑑賞

文通初心者です。 いろいろな事に興味があるので、いろいろ教え
てくださる方、日本語でなら国外の方、私は40代後半なのですが
年齢は問いません。 こんな私でよかったらはじめての文通友達に
なってくれませんか？よろしくお願いします。
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ゆろぽんさん
茶畑通り 125番地 2019年9月30日まで

女性
40代

読書、ＴＶゲーム、ＦＸ、ジグソーパズル

はじめまして。ツバキ文具店を読んだ勢いで万年筆と硝子ペンとイ
ンクを買ったものの、日常生活で使う場面はほんの少し。文通初
心者の４０代、既婚、子持ちのワーキングマザーです。すぐにお
返事書けるかは不安ですが、のんびりでもいいよという方、字が
下手なりにお手紙書きます。どうぞよろしくお願いします。

あぼかどさん
きりたんぽ通り 33番地 2019年6月30日まで

女性
20代

カフェ巡り、食べること、アニメ、小物集め、文房
具、海外のこと、美容、お笑い

転職を機にプライベートでも新しいことや新しい世界を見てみたく、
新しい趣味として文通を始めたいと思いました♪初めてで不慣れで
すが、いろんなお話をしたりきいたり、楽しくできたらな～と思い
ます！食べることが本当に大好きです♪のんびり楽しく文通しましょ
う♪

まるさん
なにわ通り 287番地 2019年9月30日まで

女性
30代

読書、音楽鑑賞、海外ドラマ鑑賞、カフェ巡り

はじめまして。 まると申します。この度、文通をはじめてみたくな
り、 文通村に登録しました。字を書くことが好きです。 文通して
下さる方がいれば、お互いの趣味や興味があることはもちろん、
それに限らず季節の事柄など色々と楽しくお手紙のやりとりができ
れば良いなと思います。ゆったりと長く続けていきたいです。よろ
しくお願いいたします。

キキさん
どんたく通り 159番地 2019年6月30日まで

女性
40代

御朱印集め、旅行、読書、映画鑑賞、音楽鑑賞

初めまして。既婚で子供はいません。学生の時に文通を
していたのを思い出し、また始めたいと入会しました。
文通では、同じ趣味の話や別の新しい発見に繋がり楽し
めたらと思います。

ラムネさん
越後通り 10番地 2019年9月30日まで

女性
30代

音楽鑑賞、レタセ集め、YouTubeを見る、フリマ
など

一度辞めましたが、また入会しました！ Mr.Children、YouTuber
のたすくこまさん、動物(猫がいます)、リラックマが好きです。年
齢、地域は問わず沢山の方とお友達になりたいです。よろしくお
願いします！

ぐっちゃんさん
古都みやび通り 112番地 2019年6月30日まで

男性
40代

行き慣れた喫茶店でまったり

はじめまして。文通初めてです。対人関係苦手なので、文通する
ことによって、自分が前向きに変われたらなあ、と。人をイライラ
させる常識の無さが、一人も友達がいません。バツイチの失敗も
あります。ありがとうございます。

あんずさん
お江戸通り 584番地 2019年6月30日まで

女性
20代

読書、料理、雑貨屋巡り、ゲーム、散歩、ショッピ
ング

はじめまして。何か新しい事に挑戦しようと思い、このサイトを見
つけました。文通は高校生以来ですが書く方も読む方もどちらも
楽しくやれたらいいなと思います。 同年代の方から年上の方まで、
誰でも趣味が合いそうだな、と思ったらお気軽にどうぞ。 お手紙く
れたら喜びます。よろしくお願いします。

麦子さん
彩の国通り 258番地 2019年6月30日まで

女性
20代

本や漫画を読む、アニメや映画を観る、歌う、文
学館や博物館に行く、友達とお酒を飲む

手紙を書いたり貰ったりしてみたいと思い、始めました。日常や趣
味のことをやりとりしながら仲良くなっていければと思います。 最
近していることは、図書館で小説を借りることとジョギングです。
いろんなお話聞きたいです。よろしくお願いします。

さこ丸さん
ピーナッツ通り 262番地 2019年6月30日まで

女性
40代

読書、山登り、絵画鑑賞、ランニング、風景印、ハガキ集
め、寄席大好き、最近ちょっぴり鉄子

50代目前。群れることが苦手、だけど色々な事に興味津々。暮ら
しの中のちょっとした事を、ハガキにサラッと書ける人になりたい
です。長文を書くのは苦手だけど、いろいろな土地の方と、軽や
かなやりとりができたらいいな、と思ってます。

しのりんさん
なにわ通り 288番地 2019年6月30日まで

女性
30代

料理、漫画、文房具・シール・マステ集め、文通等

初めまして‼️一歳になったばかりの息子がいる、現在
専業主婦です。子供や育児の事からなにげない話まで
話せると嬉しいです‼️ 返信はマイペースで良いよ、と
いう方を希望します。よろしくお願いします。
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ルナさん
さるぼぼ通り 51番地 2019年6月30日まで

女性
30代

家事全般。 レシピ通りにつくる料理。 車中泊旅行をこれか
ら始めようと思っています。

ニホンカモシカやイノシシに畑を荒されるような田舎に住んでいま
す。回覧板をまわすのに隣の家まで車で5分の山道をいきます。ど
なたかささやかな日々の暮らしを共有しませんか。皆さんのお住
まいの地域の様子や、どの様なことを想い生きておられるかなど
も知りたいです。今は0歳児を育児中。仕事は医療関係です。

machiさん
なにわ通り 289番地 2019年6月30日まで

女性
20代

読書、旅行、映画鑑賞、買い物、掃除

はじめまして。20代の普通の会社員です。昔から手紙を
書くことが好きです。関西以外で暮らしたことがないの
で、色んな方とお話しできたら嬉しいです。

くるるさん
彩の国通り 259番地 2019年9月30日まで

女性
40代

読書、万年筆、インク、色鉛筆、ほぼ日手帳、無
印良品、空を見ること、地図を見ること

息子の影響で電車や飛行機にも興味があります。フルタイムの仕
事と家事の合間に、あなたの街のこと、方言、日々の暮らし、趣
味、大発見！など綴られたことにわくわくしてみたいなーと思いま
す。便箋のほかポストカード、一筆箋なども良い方、やりとりを気
長におつきあいいただける方、どうぞよろしくお願いします。

なおさん
越前通り 11番地 2019年6月30日まで

男性
40代

テニス、アニメ、読書

初めまして。人との交流が大好きな自分です。字を書くことが苦手
ではあるのですが、楽しい、ワクワクな繋がりを胸膨らませて、文
通村を利用しようと思いました。幅広い年代の方と交流をしたいと
思っています。よろしくお願い致します。

えのしめじさん
さがん通り 21番地 2019年6月30日まで

女性
30代

嵐、いきものがかり、音楽、吹奏楽、ゲーム、スイーツ、
子育て、雑貨、ハンドメイド、写真

0歳の子供を育児中で、空いた時間で色んな人と文章を通してお話
してみたくて登録しました。 文通初心者で文字が綺麗に書けない
し、かしこまった文章も書けませんが、仲良くしてもらえると嬉し
いです。 気長に楽しくできたらなと思います。 どうぞよろしくお願
いします。

かめたろうさん
伊勢通り 52番地 2019年9月30日まで

男性
60代

写真、献血、京都、珈琲、文具雑貨、プチ旅行

某文通サイトに入っていましたが、沈没した模様です。 同じように
舟から村へ漂着した方からのお便りは特に歓迎します。名前はそ
の時のままです。 また、村に在住の方達からのお便りもお待ちし
ています。 気楽で楽しいお付き合いをお願いします。

ルナさん
相模ハマっ子通り 249番地 2019年6月30日まで

女性
30代

音楽鑑賞 、映画鑑賞、マスキングテープ、シールなど紙モ
ノ集め、カフェ巡り、ポケモンGO、

昔から興味のあった文通、なかなかはじめるきっかけが
なく過ごしていました、素敵なご縁があればと入村させ
ていただきました！いろんな方と楽しくお話ができたら
嬉しいです。

ねこのてさん
越後通り 73番地 2019年6月30日まで

女性
50代

読書 手芸 パズル

はじめまして。読書大好き図書館大好き。漫画も大好き。DVDで
映画も楽しみます。パズルは、ジグソーパズルもすきですが 18の
歳から ずーっとニコリストです。でも、いろんな年齢、土地、趣味
の方とペンでお喋りしたいと願ってます。ゆっくりのんびり お付き
合いください。

さつきさん
どさんこ通り 192番地 2019年9月30日まで

女性
20代

映画鑑賞、YouTube、音楽、アニメ、漫画、写
真(スマホですが‥)

文通は学生の時以来です。地元を離れて仕事ばかりの生活に、新
しい世界を広げたく入会しました。映画鑑賞(主に洋画)/音楽(最近
はあいみょんさんをよく聞きます)/読書/アニメ(銀魂,ハイキューな
ど)/漫画(よつばと!,ばらかもん)好きなものが近い方も全く別ジャン
ルの方もお手紙お待ちしてます!よろしくお願いします♪

スヌーピーさん
ちゅら海通り 40番地 2019年6月30日まで

女性
20代

料理・お菓子作り、生物学、英語、お笑い観賞 ディ
ズニー(アリエル・ダッフィー)

皆様初めまして、大人になってから勉強することが好きになったス
ヌーピーです。男・女・年齢問わず、文通を通して仲の良い友人が
作れたらなと思います。 レターセットはバラバラでも気にしないで
すし、どれだけ遅くなっても構いません。なので其方も気にしない
方が良いです。宜しくお願いします。
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ゆうあさん
とちおとめ通り 78番地 2019年6月30日まで

女性
40代

アロマ、映画、神社仏閣、温泉、洋楽

宗教等に強い信仰心はありませんがスピリチュアル的な考え方が
好きです。 好みはシンプル、モダン、アンティーク 独身ですので
お子様の話し中心は苦手です。 お互いの些細な事を気兼ねなくそ
れぞれのペースで話せたら嬉しいです。

エアグルーヴさん
お江戸通り 585番地 2019年6月30日まで

女性
50代

文通、読書、切手収集、写真撮影、スポーツ・演
劇・映画鑑賞

初めまして。学生時代から文通をしていました。海外文通もやって
いました。今は、海外文通をしていませんがまたやりたいと思いま
す。今迄は、国内の文通も辞めていましたが、自宅にある大量の
レターセットを見ていたらまた文通をやりたいと思いました。手紙
を書くペースは遅いので、お互いのペースで男女、年齢問わず末
永く文通をやっていければと思っております。

ふぁみさん
六甲通り 200番地 2019年6月30日まで

女性
30代

映画鑑賞、料理、読書、

既婚で、ペットのチワワとうさぎ、めだかと暮らしています。 あま
りからだが強くなくて在宅率が高いので、誰かと楽しくお手紙やり
取りできれば、と思い登録してみました。 年齢、性別問わず、ほ
のぼのやさしいやり取りが出来ると嬉しいです。

かもさん
彩の国通り 260番地 2019年6月30日まで

男性
40代

読書（時代小説）、散歩、ハイキング、イベント
企画作り、チラシ集め

地元の歩こう会に入っていて、毎月みんなが楽しめる企画を考える
のを趣味としています。週末は、ハイキングやいろんな施設巡り
等しています。温泉も好きです。 仕事がら、珍しい印刷物、もっ
ぱらチラシ類に惹かれて、集めています。デザイナーではありま
せんが、変わったものや面白いデザインのものが好きで、だいぶ
集まりました。

ひかりさん
どんたく通り 160番地 2019年6月30日まで

男性
50代

ゴルフ、テニス、部屋飾り、金魚飼育、旅行、ド
ライブ

はじめて、お試しコースで応募しました。息子と2人暮ら
しです。飾らないで、楽しく文通したいと思っています。
宜しくお願いします。

吉乃さん
古都みやび通り 113番地 2019年9月30日まで

女性
20代

映画鑑賞、神社仏閣巡り、ランニング、美味しい
紅茶探し、カリグラフィー

初めまして。文通を題材にした小説に触発されお試しで始めました。
文才、語彙は無いけれど探究心と食欲ならある文通初心者です。
芸術や散歩など様々な事に興味があるので年齢、性別問わず
色々なお話を手紙を通して交流できればと思っています。宜しくお
願いします。

そらさん
どさんこ通り 193番地 2019年6月30日まで

女性
30代

ハンドメイド、ドライブ、写真、御朱印巡り

6歳の娘、0歳の息子がいます。ハンドメイドが趣味で、様々な物
を作り楽しんでいます。 動物が大好きで、ミニウサギを飼ってい
ます。 仕事に家事、育児、合間を見つけてはハンドメイドと、
日々忙しく追われる中、ゆっくりとお手紙を書く時間を持ち、楽し
みの一つになれたらいいなと思います。 よろしくお願いします。

Sallyさん
どさんこ通り 194番地 2019年9月30日まで

女性
30代

味噌づくり、温泉、コーヒー、デイキャンプ、ス
キー、暮らし・生活関連の本を読むこと

海沿いの田舎町在住、既婚、男子小学生2人の母です。手紙の封
を切る瞬間、わくわくするような文通ができたらいいなと思います。
女性の方限定でよろしくお願いいたします。 私の自己紹介に見覚
えのある方からのお手紙もお待ちしております。

花だるまさん
茶畑通り 126番地 2020年3月31日まで

女性
40代

読書　韓国ドラマ、心霊系　散歩　旅行　ドライブ　お城、
城跡巡り　音楽鑑賞　占ってもらう

はじめましてこんにちは。わたしは大人しくて引っ込み思案です。
でも前向きになりたいです。 小さな子供がいるので手紙のペース
はとてもゆっくりです。それでも構わない方や同じように引っ込み
思案な方、メンタル面で通院中の方大歓迎です。 こんな私ですが
興味を持ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

つやかさん
お江戸通り 587番地 2019年6月30日まで

女性
30代

編み物

子供のいない専業主婦です。只今編み物に夢中です。
あと、ハムスターとファンシーラットを飼っています。大
切な家族です。エシカルライフに興味あります。ペスク
タリアンです。宜しくお願いします。
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リイさん
信濃通り 83番地 2019年6月30日まで

女性
20代

読書、映画、音楽、園芸、温室巡り、散歩

手紙を読んだり書いたりする時間が好きなので初めてみました。
よろしくお願いします。 好きな本は、江國香織、銀色夏生、村上
春樹、新川和江、高村光太郎、ムーミンや指輪物語なども好きで
す。 他には焚き火をしたり、最近は釣りも始めましたが、まだ一
匹も釣れてません。でもぼんやりするのが楽しいです。 年齢関係
なく、いろんな人と手紙交換できたら嬉しいです。

みなみなさん
六甲通り 202番地 2019年9月30日まで

女性
30代

写真撮影、ハンドメイド雑貨作り、旅行、海外ドラマ鑑賞、
日本のドラマ鑑賞、最新家電を知る事、

素人ですが風景や花の写真を一眼レフで撮ったり、アクセサリー、
ヘアアクセの雑貨をハンドメイドしたりしています。サービス業な
ので日々ストレスなので別世界、癒しの力をもらいに入村しました。
便箋を集めるなどの趣味がない為便箋自体はシンプルかも知れま
せんが写真を入れたりは出来そうです。出来たらお仕事を勤務し
てる人や毎日社会人として働いている方、育児仲間の方が良いな。

おとわさん
古都みやび通り 114番地 2019年6月30日まで

女性
30代

読書、アニメや映画鑑賞、コスメ集め、音楽、神
社仏閣巡り

初めまして。32歳独身です。うさぎちゃんと暮らしてます。とにか
く読書が大好きです。色々なジャンルを読みます。音楽は椎名林
檎さんが大好きです。 可愛い文具やマステも好きです。色々な事
に興味があるので、お手紙でお話しできるのが楽しみです！ とに
かくお互いに楽しくやり取りしたいです。よろしくお願いしま
すm(*_ _)m

青海さん
常陸の国通り 90番地 2019年6月30日まで

女性
50代

野球テレビ観戦、ガーデニング、読書、インテリ
ア、犬

子供たちの野球をきっかけに野球を見るのが好きになり、高校野
球をよく見ます。 日常生活では、インテリア・花・器等生活に関す
ることに興味がありどうやったら、素敵に暮らせるのか考えて生活
しています。 ペットにＭＩＸ犬を飼っています。

ヤマトイワナさん
信濃通り 84番地 2020年3月31日まで

男性
40代

ドライブ BBQ スモークチーズ作り ジム 読書 キャンプ スロー
ライフ

はじめまして。長野県松本市に住んでます。仕事はしがない地方
公務員です。ラインとか便利なものもありますが文通で何気ない
ことを教えてもらったりするのもいいかなと思い始めました。自分
では気がつかないですが職場の方々からはマメだと言われます。
ゆっくり続けていけたらと思います。アウトドア派でもあるし読書
も好きです。ピンときた方はよろしくお願いします。

ぴなさん
上州三山通り 60番地 2019年6月30日まで

女性
20代

猫、写真、芸術鑑賞、音楽鑑賞、お笑い、自然散
策、花、ショッピング、占い、切手収集

はじめまして！毎日楽しく前向きにをモットーに生きています。猫
ラブな20代独身です。好奇心旺盛で多趣味です。この度、日常に
ワクワク感を求めて入会しました(^o^)年齢性別問わずお話できた
ら嬉しいです♪よろしくお願い致します！

大福さん
桜島通り 29番地 2019年9月30日まで

女性
20代

アニメ、小動物、温泉、レターセット集め、ハンド
メイド、文通、雑貨屋さん巡り

はじめまして。たくさんの方と文通がしたいと思い入会
しました。文章はあまり上手くはないですが、手紙を書
くことは大好きです。気軽に手紙を送っていただけると
嬉しいです。よろしくお願いします。

楓さん
伊勢通り 53番地 2019年6月30日まで

女性
40代

読書、手芸、旅行、インテリアグリーン、和菓子

はじめまして。夫と2人暮らしの主婦です。日常のちょっ
とした事や好きなことなどいろいろなお話しを楽しく気軽
にやりとり出来たら嬉しいです。よろしくお願いします。


