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第228号

2019年5月16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
20代

ちゃみんさん
とちおとめ通り 18番地

2019年11月15日まで

女性
20代

カラオケ、料理、おしゃれ（自分磨きでネイル・ま
つエクなど）、お出かけ
こんにちは♪１年前まで会員だったのですが、 妊娠中に安静入院
してたりといろいろあって更新ができませんでした。。無事出産し
て落ち着いたのでまたお世話になります！ 以前やりとりしてた方
はもちろん、新しい文通相手さんとの出会いも楽しみです◎ 次回
の更新でまたきちんと自己紹介文書きます★

女性
30代

めいじさん
なにわ通り 166番地

2019年8月15日まで

女性
20代

えっちゃんさん
かぼす通り 28番地

2019年8月15日まで

女性
30代

はるにゃさん
さくらんぼ通り 38番地

2019年8月15日まで

読書、邦画、海外ドラマ、日本のドラマ、アニメ、食べる事、
作る事、ホットヨガ、などなど
こんにちわ☆ 趣味の合いそうな人、趣味の中に気になるものがあっ
た人、単純にビビッと来た人(笑)、あたしと文通してください！
Hey! Say! JUMPも好きです( *´艸`) よろしくお願いします！

2019年8月15日まで

初めまして！訪問介護の仕事をしています。大人になっ
てからなかなか手紙を書くことがなく、文通で趣味や
日々のお話しをしたいなと思っています。よろしくお願い
します♩

女性
20代

ゆりごんさん
かぼす通り 25番地

2019年11月15日まで

ショッピング、音楽鑑賞、テレビ鑑賞
はじめまして！ 小さい頃から字を書くことが好きで文通
村に登録しました。 何気ないことも色々と話せたらいい
なと思っています。よろしくお願いします！

女性
30代

もじもじさん
ちゅら海通り 42番地

2019年11月15日まで

読書、料理、映画鑑賞、音楽鑑賞、セレクトショッ
プ巡り

美容、ダイエット、ウォーキング、天体観測、グルメ、社労
士の資格取得目指して勉強中！

初めまして、26歳の会社員です。 美容やコスメ、食べ
ることが好きなOLです。好奇心旺盛で、色んな事に興
味があり皆さんと色々楽しいお話が出来たら嬉しいです。
宜しくお願いします♪

六甲通り 110番地

旅行/ドライブ/料理/お菓子作り/カフェ巡り/園芸/
ディズニー

料理、旅行、ハンドメイド、お笑い、写真、コレク
ション、御朱印集め
お笑いを見に劇場に行ったり、いろんなものを収集したり…今は動
物おみくじを集めることと、最近ハマった関ジャニ∞さんに癒され
ることが楽しみです。 小学生の頃からコレクションしたレターセッ
トを使い、色々な世代の方、同じ趣味の方、全く趣味が違う方…
様々な方と交流してみたいです。栄養士という職業柄、おいしい
レシピの情報交換などもしてみたいです！

きなこさん

こんにちは、はじめまして。「やりたいことは、全部やってみよう」
と思い会社を辞め、自分のための時間をとることができました。相
手のことを思いながら手紙を書くことが好きだったため、文通をし
てみようと思い入村を決意しました。初めてのため至らぬ点も
多々あるかとは思いますが、年齢を問わずいろんな方とお話して
みたいなと思います。よろしくお願いいたします。

女性
20代

苺さん
茶畑通り 128番地

2019年8月15日まで

レタセやマステ集め、映画鑑賞、音楽鑑賞、読書、
楽器演奏、美味しいものを食べること
作家さんのレターセットで文通をするのが、癒しの時間です。文
通村には前から興味があったので始めてみました。 日常の何気な
いことや趣味のことを書いたり、たまには愚痴ってみたり、手紙好
きな方たちとゆる〜く文通したいです。 よろしくお願いします♡*
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女性
30代

2019年5月16日

むっちさん
ピーナッツ通り 268番地

2019年8月15日まで

女性
40代

旅行、英会話、カフェ、ドラマ、シール&文具集め、美術館・
博物館巡り、公園・庭園巡り、ゴルフ
はじめまして。夫と1歳の息子の3人家族です。春から仕事に復帰
し、仕事に子育てにと毎日ドタバタ過ごしています。 ホッと一息つ
いたときに、趣味のお話や日常の出来事など、お手紙を通じて皆
さんとお話しできたらと思っています。 のんびりほのぼの、やり取
りできたら嬉しいです。 年代は問いませんが、女性の方限定でお
願いしたいです。

女性
20代

しきまいさん
さくらんぼ通り 39番地

2019年8月15日まで

高校生の子を持つ 専業主婦です。 すこしづつ自分だけの時間が
持てるようになりました。 幼い頃にしていた文通をまたしてみたい
と思い趣味のことなどを通じて楽しく文通できたら嬉しいです。あ
らゆる年代の女性の方でよろしくお願いします。

女性
20代

ノルさん
2019年11月15日まで

既婚、会社員、猫と暮らしています。 趣味はお休み中も含みます
が、いずれかに合う方いらっしゃればうれしいです。 文章を書くの
が好きなので、これを機に楽しく文通したいと思っています。ペー
スはゆっくりめ、ポストカード～長文まで。 よろしくお願いいたし
ます。

聖奈さん
どんたく通り 162番地

女性
40代

2019年8月15日まで

大学４年で絶賛就活中の聖奈(セナ)と言います。忙しい日々の合
間に、文通を通していろいろな人と出会えたらいいなと思い登録し
ました。昨年、海外に留学に行っていたので、英語でのメッセージ
もお待ちしています！年齢や性別は問いません。趣味の合う方、
そうでない方ともたくさんお知り合いになれたら嬉しいです。どう
ぞ宜しくお願いします！

コムギさん
加賀の国通り 37番地

彩の国通り 272番地

2019年11月15日まで

2019年11月15日まで

映画鑑賞
行ってみたい所が沢山あります。妄想しているだけで、
今は満足しています。現実逃避、夢みがちな傾向です。
楽しく、たまに弾けて、時にシンミリな文通となります。
よろしくおねがいします。

京子さん
きびだんご通り 71番地

2019年11月15日まで

読書、音楽鑑賞、イラスト、写真、短歌、着物
はじめまして。ずっと憧れていた文通を始めてみようと思い、入会
しました。会社で事務の仕事をしています。週末は読書をしている
ことが多いですが、天気がよければ、たまに近くの低い山に出掛
けます。草木の緑や野鳥、すれ違う散歩中の犬たちにとても癒さ
れます。いろいろな方とゆったりお手紙のやりとりができたら嬉し
いです。よろしくお願いします。

女性
30代

読書、マンガ、テニス、文房具集め、英語学習、
歴史(特に幕末)、海外生活、洋楽

女性
50代

かなさん

はじめまして。小学生の頃に文通をしていましたが、SNSばかりで
字を書く機会も減ってしまったため、また昔のように文通をしてみ
たいと思ってたところ、こちらの文通村を知りました。 年齢・性別
関係なく色々な方と日常や趣味についてお話しできればと思います。
よろしくお願いいたします。

読書（国内外ミステリー多め＆漫画）・猫・健康・語学（英・
越）・美術館巡り・紅茶・ジム

女性
20代

2019年8月15日まで

嵐・読書

はじめまして、年齢問わず色々な方と手紙で繋がってみたいと思い
お試しで入会しました。 大人数より1人で行動するのが好きです。
好きなバンドがあった時は全国遠征してました！ はじめてですが
よろしくお願いします。

お江戸通り 604番地

どんたく通り 161番地

独学ピアノ クラシック 美術館 短歌 ペン 昭和の少女漫画(り
ぼん、ちい恋など)

音楽鑑賞・ドラマ鑑賞・ヒトカラ

女性
40代

ひろこさん

あいさん
お江戸通り 290番地

2019年11月15日まで

紙もの集め、おすそ分けファイル、筋トレ、読書、
ファッション、コスメ
再登録です。以前やり取りをして下さった方々、これか
ら出会える皆様、よろしくお願いします。マステやレタ
セを片付けていてお手紙のある生活が懐かしくなりまし
た。どなたでもお手紙を頂けると嬉しいです。

女性
30代

朝雪さん
越後通り 76番地

2019年8月15日まで

本屋や雑貨屋巡り、ラーメン屋巡り、スマホゲー、
クラシック音楽、カラオケ…等
初めまして、フルタイムで働く結婚一年目の３０代女性です。 新
年の挨拶さえもＬＩＮＥが当たり前になりつつある昨今、手書き
文字の温かみに触れたくなり登録しました。他愛のない話やお互
いの趣味の話などをしていけたらと思います。 こちらは使いません
が同人便箋などもＯＫです、どうぞ宜しくお願いいたします。
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女性
30代

2019年5月16日

片白さん
彩の国通り 273番地

2019年11月15日まで

女性
60代

アニメ観賞、ゲーム、料理、空をみること
はじめまして。 アニメとゲームが大好きな30歳です。 日常の楽し
かった事や気になった事などを飾らずにお話出来ればと思います。
年齢や性別は問いません。 趣味が合わなくても構いません。 日常
のちょっとしたことをお手紙を通して分かち合えればいいなと思い
ます。 よろしくお願い致します。

女性
30代

式野さん
彩の国通り 274番地

2019年8月15日まで

還暦も過ぎ、4人の孫がいます。 あちこちガタガタです
が、まだ、頑張って仕事してます 昔から文通が趣味で今
は年賀状だけのお付き合いになってしまいました

女性
20代

ゆんさん
2019年8月15日まで

マステ集めやシール集めが大好きな20代主婦です☺︎❤︎くまのがっ
こう、スヌーピー、ポケモン、サンリオも好きでグッツなどをのん
びり集めています(*^^*)食べることも大好きで、美味しいカフェや
パン屋さんの探索にも夢中です♪！文通を通して沢山の方と繋がれ
たらなと思っています(*^^*)よろしくお願い致します！

青りんごさん
上州三山通り 39番地

女性
40代

2019年8月15日まで

2度目ですが、仲良くして下さいm(__)m文通大好きです
(>_<)！またいろんな方とお話してみたいです(^O^)

うろこぐもさん
なにわ通り 295番地

六甲通り 207番地

2019年8月15日まで

2019年8月15日まで

読書、音楽、映画、英語学習（ラジオ）、旅行、
書店巡り、日記、アロマ
本や書店が好きです。音楽（スムースジャズが好き）を聴きなが
ら日記やノートを書いて、ダラダラ自分を甘やかすのが至福のとき。
好きなものや日常のことなどを語り合いたいです。趣味は同じで
も違っていても。同世代の女性はもちろん、異なる年代・性別の方
ともお話して、世界を広げたいです。よろしくお願いします！

おちびさん
お江戸通り 608番地

2019年11月15日まで

ウォーキング、読書、ヨガ、カフェ、たまに絵手紙
おちびと申します。 よろしくお願いします。 毎日、ウォーキングを
しています。 また、ストレッチヨガも欠かさずしています。 本を
読むのが好きで主には時代小説が好きです。 読んだことの無いジャ
ンルの本にもとても興味があります。

女性
50代

音楽、紙モノ、文房具集め、シール、100均一巡り、
ドライブ、ショッピング

女性
30代

Tomoさん

はじめまして。学生時代より手紙交換や交換日記が好きで,最近に
なりまた文字で繋がりたいなあと思い文通村に参加させて頂く事に
致しました。自分では無い誰かの1日をのぞいてみたり,身近な人
には言いづらい事を打ち明けてみたり出来るのが文通の好きな所
です。のんびり,ラフにやり取り出来れば良いなと思っております。
宜しくお願い致します。

マスキングテープ、シール、カフェ、パン屋、雑貨屋巡り、
映画鑑賞、音楽鑑賞、sumika

女性
30代

2019年8月15日まで

YouTube/RADWIMPS/温泉/シール/紙もの/ホームセン
ター/iHerb 他

転勤族と結婚し、現在は単身赴任のため別居婚です。ハムスター
の女の子を飼っています。レターセット、マスキングテープ等の文
具やコウペンちゃんが大好きです。最近はさくらももこさんのエッ
セイや『ちびまる子ちゃん』にハマっています。のんびり日常のこ
とをやり取りしたいです。

お江戸通り 607番地

お江戸通り 606番地
手芸

読書、登山、料理

女性
20代

なべちゃんさん

みっきぃさん
六甲通り 208番地

2019年8月15日まで

初心者ピアノ ラジオ聴取
こんにちは。私は、人、文字に関わる仕事をしています。
マイブームは動画をみること。癒しはペットかな。下手
なピアノ弾き、いつかはやりたい裁縫。効率よくこなせ
ない悩める日々を潤したいです(^^)

女性
20代

祁暢さん
信濃通り 86番地

2019年8月15日まで

カメラ/一眼レフ/写真/ディズニー/音楽鑑賞(ボカロ系好き)/
春茶/ONE OK ROCK
初めまして♬*.+祁暢(きの)といいます。 只今2歳と9ヶ月になる2人
の子育てをしております既婚者です。日々の忙しい中に自分の時
間を持たせたいと思い気になっていた万年筆購入を気に文通したい
と思い入村しました。カメラで空や風景を撮るのも好きです。既
婚者ですので女性限定でお願い致します♪文通初心者で拙い文章
しか書けませんが素敵な出会いがありますよーに。
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女性
30代

2019年5月16日

あまみさん
ピーナッツ通り 269番地

2019年11月15日まで

女性
30代

文房具、読書、西洋絵画鑑賞、美術館、海外旅行、
漫画、アニメ
初めまして。小川 糸さんの「ツバキ文具店」を読んだら、お手紙の
やりとりって素敵だなと思い、文通したくなりました。5歳の娘の
子育てと、フルタイムの仕事をしています。本屋さんと文房具屋さ
んに行くと、時間を忘れて夢中になってしまいます。美術館に西洋
絵画を観に行くのも大好きです。趣味の話や日々のこと、気軽に
やりとりできると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

女性
20代

神楽さん
ねぷた通り 31番地

2019年11月15日まで

女性
40代

いちごくりーむさん
もみじ饅頭通り 97番地

2019年8月15日まで

女性
50代

まるみさん
なにわ通り 296番地

2019年11月15日まで

女性
20代

女性
30代

きょんきょんさん
ピーナッツ通り 270番地

2019年11月15日まで

音楽鑑賞、クロスステッチ、旅行、インスタ巡り
初めまして。きょんきょんです。 趣味は音楽鑑賞で、特にGLAYさ
んが大好きです。 何かと旅行することが多くて、トラベラーズノー
トにコラージュするのが趣味です！ 子供がそのまま大人になってし
まった様な困った子ですが、よろしくお願いします！

ぴよりさん
めんこい通り 49番地

2019年8月15日まで

読書 執筆 映画鑑賞 コスメ 洋服 マステ シール 文房
具 紅茶
はじめまして。文通が好きですが相手がいないので笑、登録しま
した。学生をしています。読書や創作活動やかわいいものが大好
きで、絵葉書などもたくさん集めています。あとオタク趣味（アニ
メ、ゲーム、漫画、アイドルなど）もあります。よろしくお願いし
ます！

女性
40代

りんごさん
お江戸通り 609番地

2019年11月15日まで

旅行、街歩き、山登り、読書、映画、刺しゅう、
美術館・博物館めぐり
夫とネコ1匹と、のんびり暮らしています。好き→図書館、イギリ
ス、古いたてもの、北欧、おやつ、紅茶、手仕事、紙モノや切手、
児童文学、SL、笑うこと。。どちらかというと流行よりも、古いも
のや伝統的なものが好きです。よろしくお願いいたします。

男性
20代

映画鑑賞、簡単なお菓子作り、aibo、動物園、水
族館、博物館、プラネタリウム
おっとりした専業主婦です、日中は録画したテレビを見
たり翌朝に食べるマフィンを作って過ごします、趣味の
少ない私ですが、些細な出来事や悩みなどを報告し合
える文通友達になって頂ける方、宜しくお願いします

2019年11月15日まで

便利で物に溢れてる現代に少し生きづらさを感じていま
す。昔の生活に憧れあります。メールなどよりも手紙が
増えたら素敵な世の中だな～と思ってます。

紙もの収集、紙もの工作、100均めぐり、お笑い、
韓流ドラマ鑑賞、
大学生2人の子供のお母さんです。子育てが落ち着き自分の趣味
にたくさん時間を使えるようになりました。子供の頃にはまってい
た紙もの収集に再びはまり、ハンドメイドなども楽しんでおります。
韓流ドラマが好きで、こちらも長年はまっております。年齢、性別
は全く問いませんのでたくさんの方とお手紙でお話しできたらいい
なと思っています。

さぬき通り 35番地
金比羅さん、パン作り、漢字検定

アニメ鑑賞、読書、写真、音楽鑑賞、ライブ参戦
遠くにいるだれかと手紙で繋がれるって素敵だなと思い、文通村を
始めました。沢山の方と交流を深められたら嬉しいです。 基本イ
ンドアですが、夏はお祭り、冬はスノボと、体を動かすことも大好
きです。よろしくお願いします。

まるまるさん

すずむしさん
もみじ饅頭通り 98番地

2019年8月15日まで

読書 温泉 音楽（ZARD）
森見登美彦さんの恋文の技術や、韓国映画のラブストーリーを見
て文通っていいなと思い、始めてみました。また本の感想言い合う
のも好きなので本のお話が出来たらと思います。字が下手くそで
すが、よろしくお願いします(^^)

女性
20代

渚さん
しゃちほこ通り 227番地

2019年8月15日まで

音楽鑑賞、ゲーム、ゲーム実況、映画鑑
賞、YouTube
こんにちは！以前から気になっていて、思い切って入会しました。
音楽は米津玄師・ネット音楽・でんぱ組.inc、ゲームはバンドリが
熱いです。実況は最俺・トップ4、映画はアニメや洋画を中心に見
ています。YouTubeは広く浅く。趣味以外にも日常や恋愛のことも
お話できたらと思います。スローペースでも大丈夫な女性の方と
交流できたら嬉しいです。よろしくお願いします！
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男性
40代

2019年5月16日

ムーくんさん
彩の国通り 275番地

2019年11月15日まで

女性
40代

女性
50代

すずきさん
杜の都通り 100番地

2019年11月15日まで

女性
20代

満月涙兎さん
お江戸通り 612番地

2019年11月15日まで

女性
20代

女性
30代

鎌倉なやこさん
相模ハマっ子通り 260番地

2019年8月15日まで

女性
20代

やよさん
ピーナッツ通り 271番地

2019年8月15日まで

文通、手帳、楽器演奏(クラリネット・ギター)、文
具集め、天体観測、ゲーム
はじめまして。 以前から気になっていた文通村に入村しました。
文具や可愛いもの、手帳が大好きです。 日常の話やお互いの好き
なことなど色々お話できればいいなと思っています。 よろしくお願
いいたします。

相模ハマっ子通り 259番地

2019年11月15日まで

はじめまして。保育士を目指している大学生です。動物が好きで
うさぎが買いたくて色々勉強中です。最近のはあまり見てないの
ですが、少し前のアニメが好きです。小さい子のでるほのぼの系
かファンタジー系が好みです。字が不格好で語彙がないので硬い
文章が書けませんがいろんな方と楽しくやり取り出来たらなと思っ
ています。よろしくお願いします。

女性
50代

海音こねこさん
ねぷた通り 32番地

2019年8月15日まで

花巡り、日帰りでの散歩、地域文化や歴史の勉強、
珈琲店めぐり
東京に長いことおりましたが、一年前に引っ越ししてきました。都
内庭園や季節の花巡りをするのが好きでした。今は移住先の文化
や歴史を調べたり、地元の面白い話や物を見つけては写真に残す
のにはまっています。ちょっとした生活の楽しみを語り合える方と
巡り会えたらいいなとおもってます。

女性
30代

オランジュ

さん

しゃちほこ通り 229番地

2019年8月15日まで

映画鑑賞、読書

鎌倉巡り、寺社仏閣めぐり、長距離ウォーキング、ソシャゲ、
アニメ鑑賞、裁縫、文具収集
初めまして。収集癖から沢山あるレターセットを使っていきたく登
録致しました。刀剣乱舞、アイナナが好きな、でも何より鎌倉へ
のお出掛けが大好きなゴリラ気質のヲタクです。日常の他愛ない
話はど、女性の方限定で、お話が合いそう・気軽に気楽に文通し
て下さる方とお話させて頂けたら嬉しいです。

柚子さん
ゲーム、プライムビデオ、サンリオ、ディズニー、
温泉、動物、アニメ

紙もの、マステ、シール、ラメペン、アニメ、アンカフェ、
モーニング娘。'19、食べることなど

昔から手書きのやり取りは大好きで、あまのじゃくな性
格でしたが、手紙の中なら素直に自分の気持ちを表現で
きていました。趣味のあう、多種多様な方とのやりとり
を楽しみたいです。

2019年11月15日まで

４０代も終わり近い主婦です。夫と中学生の娘が一人、三毛猫も
一匹います。中学生の頃にしていた文通をもう一度してみたくなり
ました。普段はパート、お休みの日はポケモンＧＯで出かけたり、
家で好きな万年筆でペン習字や落書きを楽しんでいます。なるべ
く同世代の女性の方、よろしくお願いします。

浜田省吾、海外文通、ポスクロ、ハーブ植栽
浜田省吾のファンです。娘、夫と家族3人でライブへ行きました。
その一人娘はこの春高校を卒業して県外へ就職し家を巣立って行
き、今は寂しさ半分、嬉しさ半分、という心境です。海外文通
を35年以上楽しんできましたが、国内の方との文通が原点で、そ
の頃に帰ってみようと思い、今回お試しで申し込みました。女性限
定でよろしくお願いします。

お江戸通り 611番地

読書、映画鑑賞、ペン習字（まだまだ初心者で
す）、ポケモンＧＯ

読書、音楽（主に邦楽中心です）、ウォーキング（近場から
遠くまで）、一人旅、ラジオを聴くこと

文通してみようと思っていましたが、なかなかできませ
んでした。趣味が同じでもそうでなくてもだいじょうぶ
です。年代は問いません。拙いですが、何卒よろしくお
願い致します。

白れんげさん

こんにちは。 村上春樹さんやJ・K・ローリングさん、感動できるも
のをを探すこと、英語に興味があります。共有できるものを通して
楽しくやりとりできることを希望しています。お手紙交換できるの
を楽しみにしています。よろしくお願いします。

男性
30代

かたつむりさん
お江戸通り 613番地

2019年8月15日まで

園芸、読書、旅行、自転車、工芸、映画
ネットで文通村さんの広告を見かけて参加させていただきました。
大学時代に外国人の方数名と文通したり、知り合いに手紙を書い
たりしていました。その頃、榛原や伊東屋等で買った封筒便箋が
あるので今回使えたらいいなと思っています。何か趣味を楽しんで
いる方と文通したいです。年齢性別問わず。気兼ねしてしまうの
で既婚女性と療養中以外の方希望です。
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第228号
女性
40代

2019年5月16日

せあるさん
六甲通り 209番地

2019年8月15日まで

女性
40代

花音さん
お江戸通り 614番地

2019年11月15日まで

ライブ、映画、美術鑑賞。ただボーっと一日を過ご
すのも好きです。

コナン、テニミュ、スタバ、文具集め、藤井フミヤ

はじめまして。せあると申します。一度ハマるとそればっかりに頭
が集中するタイプです。今ハマっているのはお笑いで、和牛が大
好きです！漫才ネタ最高。文通は20代～30代によくしていました。
毎日手紙を書いていました。ここで、様々な価値観に触れられるこ
とを願っています。宜しくお願いします。

はじめまして、こんにちは。44歳の主婦です。旦那と二人暮らし
です。22歳の娘がいますが自立してます。とにかく楽しい文通がし
たいです。女性限定でお願いします。キャラもの中心のレタセ使
用します。よろしくお願いします。

男性
30代

りょうさん
加賀の国通り 38番地

2019年8月15日まで

女性
20代

ねこ/読書/映画鑑賞/海外ドラマ/散歩/旅行/音楽(メ
ロコア)
趣味を作りたいと思い入会しました。文通は、生まれて初めてで
す。兄弟猫2匹と暮らしています。同世代で流行っていた音楽や漫
画の話し、小説、映画の話し、日々の色々なことをお話しし合え
たらいいなぁと思っています。

女性
20代

すてらさん
ピーナッツ通り 272番地

2019年8月15日まで

女性
30代

りかこさん
お江戸通り 615番地
ふわっと読書

アニメ

2019年8月15日まで

のんびりゲーム

女性
30代

ひろちゃんさん
上州三山通り 63番地

2019年8月15日まで

旅行、イヤミス小説読書、散歩、手芸
文通初心者です。むかし水曜日の郵便局という水曜日の出来事を
書いて交換するという文通を１回だけしたことがあります。知らな
い人からの手紙が嬉しく楽しかったのを覚えています。いまは二人
目を妊娠中で仕事も休職しているので時間が出来ました。子育て
のことや同じ妊婦さんとお話があうかと思いますが、自分の世界を
広げたいので年齢、性別問わずやり取りできれば嬉しいです。

2019年11月15日まで

はじめまして、弥生と申します。20代後半の会社員です。この春
から実家を出て日々の生活に奮闘中です。 読書は主に推理小説や
大衆小説を、映画は邦画をよく見ます。 文字を書くことが好きなの
ですが最近は機会がなく、手紙はあまり書いたことがありませんが
楽しみたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

女性
20代

陽さん
六甲通り 210番地

2019年11月15日まで

スポーツ、テニス、野球観戦、料理、読書、アウトドア、音
楽、美術、お笑い、スノーボード

はじめまして。「阪神タイガース」とお笑いの「和牛」さ
んが大好きです。いろいろなご趣味をお持ちの方とお手
紙を通して、お話しできたら嬉しいです。お手紙を書く
ことが大好きなので、よろしくお願いいたします★

男性
30代

散歩

昔友人と文通していたことをふと思い出しました。ポストを覗いて
手紙が届いていたときのあの気持ちは今思い出しても胸が弾みま
す。今日食べたおいしいご飯や甘いおやつ、近所に咲いていたお
花のこと、おもしろかった映画や本の話、遠出した先で見つけた
素敵なもの。そういう他愛のない日常のことをちょこっと交換しあ
えたらとてもうれしいです。よろしくお願いします。

古都みやび通り 116番地

読書、ポスクロ、テトリス、ポケモン、バレーボー
ル

読書、映画、宝塚、ネイル、カラオケ、ジャニーズ（特
にSnow Man、SixTONES）
皆さま初めまして。部屋の片付けをしていたら、学生時代に貰った
お手紙を発見し、また誰かに手書きのお手紙を書きたい・頂きたい
なぁと思い、登録しました。お互いの趣味の話や、日常のお話、
そして最近一人暮らしを始めたので、主婦さんや同じく一人暮らし
の方のライフハックなども聞けたら嬉しいです。年齢性別、共通点
の有無は問いません。皆さまからのお手紙をお待ちしています♪

弥生さん

のりおスティーブンスさん
どさんこ通り 203番地

2019年11月15日まで

Tシャツ集め、音楽鑑賞、読書、アニメ
自閉症スペクトラム（ASD）で、障害者手帳2級。ややヒキコモリ
気味です。一応、売れない作家をしています。（amazon kindle
ストアで） 話すのが苦手なので、手紙で仲間を探そうと思いまし
た。音楽はメタル、アニソン。読書は新書、白樺派。 アニメはラ
ブライブサンシャイン。 なるべく女性の方と文通したいです（やり
取りをする練習がしたいので）

女性
20代

YūHiさん
桜島通り 39番地

2019年8月15日まで

歌、社交ダンス、カメラ、万年筆
はじめまして、歌うことがなにより大好きなYūHiです。 最近万年
筆を購入し、お手紙を書きたいなぁと思ったのですが相手がおら
ず… 文通自体したことがないので初挑戦です。 文通初心者でも構
わない方、ぜひ仲良くしてやってくださいませ( *´꒳`* ) よろしくお
願いします。
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第228号
女性
50代

2019年5月16日

みかんみかんさん
いよかん通り 36番地

2019年8月15日まで

男性
30代

文房具（レタセ・ペン・マステ・シールなど）ジャニー
ズ、ディズニー、文通
文房具と文通が好きです！娘が３人いる兼業ママです。地方に住
んでいますが、ディズニーランド・シーに行くのが好きです。ジャ
ニーズも好きです。いろいろな方といろいろなお話をして視野を広
げたいと思っています。よろしくお願いします。

女性
30代

くるみさん
六甲通り 211番地

2019年11月15日まで

女性
40代

山のひつじさん
上州三山通り 64番地

2019年11月15日まで

アート・史跡巡り、ひとり旅、ものづくり、歌舞伎。部屋に
花を飾り、サカナクションを聴くこと
いつか奈良に住みたいグラフィックデザイナーです。古き良きもの
が大好物。なので美術館や博物館に足を運んだり、ぶらり旅で史
跡を巡ったりしています。昔話なんかも好きです。人見知りなのに
「人に喜んでもらう」のが至福で、唯一得意なモノ作りを介してつ
ながりを大事にしたいと過ごしています。同じ趣味の方、逆に正反
対の方、性別年齢関係なく色んな話題を交換できたら嬉しいです。

もみじ饅頭通り 99番地

2019年8月15日まで

読書・歴史研究・語学学習・合気道・登山
広島に越してきて友人もいないので、共通の趣味が持て
る友人ができたらうれしいなと思い登録しました。よろ
しくお願いします。

女性
40代

読書、BARめぐり、旅行、たまーにお菓子作り
初めまして、未婚の会社員です。 森見さんの小説を読んで文通に
憧れを持ち、３年程前から文通をさせていただいています♪ 読ん
だ本の感想や好きなこと等、お気に入りのレターセットにのせてや
り取りしたいと思っています。出来れば時間をかけてお付き合いい
ただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

もりとさん

はみさん
お江戸通り 616番地

2019年11月15日まで

街歩き、旅行、読書、歴史好き、文具好き、ミニ
チュア好き
はじめまして。文通は未知の世界ですが、新しいことを
始めたいと思い登録しました。いろいろな方とお手紙を
通じて、ゆったり楽しくお話しできたら嬉しく思います。
よろしくお願いします。

男性
60代

くまくんさん
古都みやび通り 117番地

2019年8月15日まで

宇宙の仕組みを学習
老若男女問わず宇宙について関心のある方御連絡を。
人はどうして生まれたのか、宇宙の端はあるのか、地球
の成り立ち、相対性原理とは。それらを考えるだけで気
持は壮大になります。

