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第231号

2019年6月30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

美咲さん
どさんこ通り 32番地

2019年12月31日まで

女性
20代

女性
20代

みちさん
さぬき通り 37番地

2019年9月30日まで

女性
40代

灰原哀さん
お江戸通り 633番地

2019年9月30日まで

女性
20代

女性
30代

すおうさん
もみじ饅頭通り 100番地

2019年9月30日まで

読書、料理、編み物、漫画、アニメ、ゲーム
はじめまして。五歳と二歳の男の子二人を育児中の主婦です。何
か新しく始めたいと思い、文字を書くのが好きなので文通を選びま
した。大勢で騒ぐより、家でも外でも一人でいることが好きです。
日々の些細なことなどをまったりとお手紙でやり取りしたいと思っ
ています。よろしくお願い致します。

向日葵さん
相模ハマっ子通り 270番地

2019年9月30日まで

読書、マンガ、ディズニー
初めまして！！ 気になったので初めてみました！ 良かっ
たら文通しませんか？ ※女性の方限定でお願いします。

女性
20代

読書、DVD鑑賞、食べ歩き、プチ旅行
最近手紙を書く機会が多くまた昔のように文通したいと
思い登録しました。 発達障害のある息子と2人暮らしで
す。

2019年12月31日まで

文房具が好きで、シールやレターセット、マステを集め
てます◎ 映画と読書は面白いものから渋い作品まで見ま
す^^ 韓国も好きで東方神起のファンです♡ 丁寧な文通
をしたいです。よろしくお願いします。

読書、文房具、雑貨、器、料理、お菓子・パン作
り、おでかけ、ゲーム、運動etc.
季節や昔を感じられる手仕事が好きです。忙しい時間も、のんび
りした時間も好き。本の匂いも好き。 無くなりつつあるアナログ
を求めて、たどり着きました。やっぱり文字を書くならキーボード
よりもペン。 趣味や仕事の話はもちろん、些細な日常や人生観、
考え方などそんなことを話せたら。言葉が好きなので、何気ない
内容でも楽しみです。よろしくお願いします。

六甲通り 156番地
映画鑑賞、読書、文房具集め

読書・映画鑑賞・音楽鑑賞・手芸・散歩・ゲーム・100均巡り・
ドラマ・紅茶・YouTube
初めまして。家事と仕事の毎日にささやかな楽しみがあるといいな
と思い文通村に入会しました。 紙モノや文房具を集めたり、自分
でデザインを考えて物つくりをするのが大好きです。 手紙を通じ
ていろんな方と仲良くなれたらいいなと思ってます。

みえさん

大福さん
お江戸通り 634番地

2019年9月30日まで

手芸 映画鑑賞 工作
はじめまして。0歳を育てています。大人と話す機会が減ったので、
他愛のない話をしたいと思い入村いたしました。 自分にない世界
も知りたいので、歳上の方との文通も出来たらいいなぁと思ってお
ります。 よろしくお願いします。

女性
40代

みかんさん
どさんこ通り 207番地

2019年12月31日まで

文房具、自然、読書、テレビドラマ、お城、コーヒー、茶道、
手帳、温泉、携帯ゲーム、おやつ、
はじめまして、みかんです。夫と息子2人、犬と猫とハムスターと
ベタと暮らしています。気軽になんでも話をしてくださる方と文通
希望です。仕事のこと、趣味のこと、将来こうしたいなど手紙を通
じて仲良くしてください。よろしくお願いします。
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女性
10代

2019年6月30日

吉池マリアさん
なにわ通り 303番地

2019年9月30日まで

女性
20代

絵を描くこと、日本ホラー鑑賞

聖雅さん
桜島通り 41番地

2019年9月30日まで

初めまして。今回、入らせていただきまし。 文通で多くの方の字
を見ることが好きです。 文通、映画鑑賞、読書、カフェ巡り、ラ
イブ、アニメ、マンガ、ぬいぐるみ、ゴシックロリータなどが好き
です。日常のお話、好きな物の話。文通を通してたくさんのお話
が出来ればと思います。 よろしくお願い致します。

彩さん
ピーナッツ通り 280番地

女性
40代

2019年9月30日まで

たろさん
2019年9月30日まで

女性
30代

なほさん
お江戸通り 636番地

2019年9月30日まで

知的障害者の施設で働いています。この仕事が好きです。 好き☆
リラックマ、うさまる、犬、NONSTYLE、サンドウィッチマ
ン、KATーTUN、マステ、文房具、手帳などいっぱいあります(*´︶
`*)❤︎ レタセで送ります。相手に合わせてロンレタ、仲良くなった
らマステの交換などもできると思います(*^^*) よろしくお願いしま
す！

女性
20代

月岡 ショウさん
さるぼぼ通り 53番地

2019年9月30日まで

読書、民俗学、都市伝説、映画、万年筆、インク沼、ポケ
モン、デジモン、イラスト、どうぶつの森

アラサー独身女子です。日々仕事で忙しく、あまり字を書くことも
なくなった今日この頃、子供の時みたいにお手紙交換ができたらす
てきだなぁと思い登録しました。 男女年齢問わず日々の出来事や
仕事のこと、気づいたこと、感じたことなど周りであった出来事を
気軽にお話しできたらと思います！

タカオさん
しゃちほこ通り 232番地

2019年12月31日まで

はじめまして。おっとり、のんびり、マイペースな介護
士です。「最近、手紙書く機会がないなぁ」と思い、手
紙を書く機会が欲しくて入会いたしました。楽しくお手紙
交換できたらいいですね。よろしくお願いします。

運動、旅行、英会話

男性
20代

しゃちほこ通り 231番地

読書、DVDを見る、YouTubeを見る、文字を書く

家の収納、断捨離がマイブームです 国内外の世界遺産を旅行する
ことが好きです 手紙を書くことも好きですが 誰かの最近あった楽し
いこと、たわいも無い日常が読みたくて登録させて頂きました。
宜しくお願い致します。

相模ハマっ子通り 271番地

けろさん
読書、編み物、裁縫、料理

収納、旅行、読書

女性
20代

2019年9月30日まで

こんにちは。文字を書くということが好きでこちらを利用
させて頂きたく思いました。社会人3年目ということでお
仕事のお話や、恋愛関係、日常のちょっとしたことでも
共用できたら嬉しいです。宜しくお願いします！

文通、映画鑑賞、読書、カフェ巡り

女性
30代

六甲通り 219番地
神社巡り、雑貨屋巡り、料理

日本ホラーが大好きな高校1年生女子です。好きなホラー漫画家
は伊藤潤二。他にもアニメとか、色々みてます。文通というもの
に興味があり、人生経験だと思って始めました。いろんな人と文通
したいです。初めて文通というものをするので、文章がおかしい
のは見逃してください。

女性
20代

まあやさん

2019年9月30日まで

読書、映画鑑賞（主にインド映画）、博物館美術館巡り、
勉強、温泉旅行、料理、漫画、アニメ

タカオと申します。社会人をしています。 自分は好奇心
が強いので、どのような話題でも大丈夫です。 最近は
インド映画と資格の勉強に熱中しています。 楽しくやり
とりできれば幸いです。

最近、万年筆にハマったのはいいものの、活躍の場を得
られず、語れる知り合いもいなかったので参加してみま
した。文通は人生において初めてで、うまくやれるかは
わかりませんが、是非ともよろしくお願いします。

女性
20代

千琴さん
なにわ通り 304番地

2019年12月31日まで

ピアノ、ダンス、YouTube（女性アイドルのMVや
メイク動画など）、献血
大学4年生で来春から社会人の千琴（ちこと）です。小さい頃から
手紙を書くのが好きで、文通にずっと興味があり始めまし
た(*˙ᵕ˙*)就活が落ち着き、卒論執筆に向けて奮闘中です。子ど
もが好きで、子どもと携わるアルバイトをしています！趣味を増や
したいので、おすすめの趣味があれば教えてくださると嬉しいです。
年齢性別問わず、楽しく文通できたらなと思っています(*ˆˆ*)
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女性
30代

2019年6月30日

美衣奈さん
いよかん通り 37番地

2019年9月30日まで

女性
30代

占い、お笑い、音楽、御朱印、ペン習字
初めまして(^^)SNSでの交流が当たり前になりつつある中、文通
だからこそできる交流をさせてもらえたらと思って入村しました！1
人1人に対して丁寧に心を込めてお手紙を書かせて頂きますので、
どうぞよろしくお願い致します♪

女性
30代

もちこさん
なにわ通り 213番地

2019年12月31日まで

女性
50代

ふうわりさん
相模ハマっ子通り 273番地

2019年9月30日まで

女性
40代

オレンジさん
しゃちほこ通り 233番地

2019年9月30日まで

女性
20代

彩の国通り 287番地

2019年9月30日まで

家で本を読んだりゲームするのも好きだけど、外に出てライブを
観たり旅行（遠征）するのも好きな「ナァ」と申します。よろしく
お願いいたします。本は、小説だと宮沢賢治さん・長野まゆみさん・
梨木香歩さん・森見登美彦さんが好きです。漫画やゲームは男性
向けと女性向けどちらも好きです。ライブは毎年、金爆・back
number・星野源さん関連に参加しています。

男性
30代

アツシさん
相模ハマっ子通り 274番地

2019年12月31日まで

アニメ、ゲーム、カラオケ、音楽鑑賞、映画鑑賞
等
神奈川県在住の31歳です。 身体が丈夫ではなく，フルタイムでの
勤務が難しく，短時間の教育系の仕事をしています。 子どもが可
愛くて，楽しい毎日です！ アニメは比較的軽く見られる作品，ゲー
ムはRPG，音楽はビーイング系やアニソンが好きで，カラオケは1ヶ
月に数回です！ どなたでも手紙をいただけると嬉しいです。 よろ
しくお願いします！

女性
30代

さえりさん
きりたんぽ通り 35番地

2019年12月31日まで

読書、映画・音楽・美術鑑賞、旅行、美味しいもの・雑貨屋
巡り、アロマ、星空、自然、整理整頓

はじめまして。40代オレンジと申します。 小学生の息子がおりま
す。 職場と自宅の往復の日々&家庭問題で悩む日々なので気分を
変えてみたくなりました。 いろいろな方と知り合い視野を広げてい
きたいです。

未来さん
相模ハマっ子通り 276番地

ナァさん
読書、ゲーム、映画鑑賞、ライブ、旅行

読書、ランニング、電車旅、散歩

女性
30代

2019年12月31日まで

こんにちは。昔から文通が好きで、同じく文通を愛する皆さんとや
り取りをしてみたいと思い入村しました。多趣味で他にも文具やコ
スメ、美術館や博物館、自然・環境、歴史などにも興味がありま
す。美味しいもの、目新しいもの、ワクワクするものに目がありま
せん。同じ趣味の方はもちろん、そうでない方ともたくさん語り合
いたいです。皆さんの好きなことを教えてください(*^^*)

読書、海外ドラマ、早朝の庭園散歩、書写の稽古、
図書ボランティア
親と暮らしながら、仕事をしています。クリスティに夢中なムスメ
時代を過ごし、今もBBC ドラマは大好き。最近は愛読した時代小
説を読み返しながら本棚整理の日々です。街暮らしなので豊かな
自然に憧れています。

古都みやび通り 120番地

温泉、神社仏閣、ドライブ、カフェ巡り、読書、マンガ、ア
ニメ、ミュージカル鑑賞、雑貨

読書、漫画、ゲーム、映画観賞、USJ
時間に少し余裕が出来たため、再度入村させて頂きました。読書、
漫画(特にスポーツ漫画)、ゲーム(刀剣乱舞、ポケモン、どうぶつ
の森)が好きです。 休みの日は、YouTube等で動画を見たり、カ
フェでボーとしたり、家で猫と一緒にダラダラすることが多いです。
色々なことをお話出来たらなあと思っています。

うのはなさん

2019年9月30日まで

小物作り、プリザーブドフラワーアレンジメント、
ポーセラーツ、文通、買い物、写真
初めまして。文通するのは初めてですが、今年1歳になった娘がい
る正社員の事務員です。 娘の誕生日から未来の娘に手紙を毎週書
いていますが、楽しくなってきたので、ちゃんと手紙のやり取りを
したいなと思いました。宜しくお願いします。

はじめまして、さえりと申します。仕事は会計事務でパソコンと向
き合う毎日、家族は夫と二人暮らしです。文房具店で素敵なノート
や便箋をみるたび、文通や交換日記でワクワクしていた子供の頃
を思い出し登録してみました。趣味の範囲に限らず、日常の些細
なことでも、長短問わず、マイペースに交流できたらと思います。

女性
30代

くれよんりっちゃんさん
杜の都通り 104番地

2019年12月31日まで

文通、ドライブ、映画鑑賞
はじめまして。現在旦那と二人暮らしで保育士をしています。昔か
ら文通が大好きで、この度文通村で素敵な出会いがあればと思い、
登録させて頂きました。日常の事から趣味の話、お互いのペース
で楽しく文通していただけたら嬉しいです。少しでも気になる方が
いれば、お便り頂けたら嬉しいです。
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女性
20代

2019年6月30日

なのはなさん
さるぼぼ通り 54番地

2019年9月30日まで

男性
60代

懸賞、紙もの、100均、日記、文章、短歌、イラ
ストなど
はじめまして。文通に憧れて入村しました。お互いのペースを尊重
しながら続けていけたらなと思っています。色んな年代の方と楽し
くやり取りをしてみたいです。趣味の欄等で少しでも気になってく
ださった方など、よろしくお願い致します。

女性
50代

瞳ちゃんさん
お江戸通り 638番地

2019年12月31日まで

女性
30代

めぐみさん
伊勢通り 57番地

2019年9月30日まで

女性
40代

さっちゃんさん
茶畑通り 132番地

2019年9月30日まで

女性
40代

女性
30代

弥生さん
阿波の国通り 27番地

2019年12月31日まで

カフェ巡り、音楽鑑賞、ショッピング、文具集め、
キャラクターグッズ集め
初めまして！弥生（やよい）と申します。 心温まる手紙
のやり取りを沢山していきたいです。楽しく、丁寧な文
字で書きつつ、趣味や日常のお話をしましょう。またテ
レビを見てのんびり過ごしています。

ゆみおさん
相模ハマっ子通り 278番地

2019年12月31日まで

旅、喫茶店巡り、街歩き、紙もの集め、文房具、
鉄道（乗り鉄）、温泉
はじめまして！自分を試したくて、ひとり旅を始めてから早２０年
近く。今では生活諸々の事情でなかなか頻繁には行けませんが、
地図帳や地図アプリとにらめっこして妄想旅を日々満喫しておりま
す。この頃はレトロな喫茶店を巡ることにはまり、ついでにその街
歩きをするというプチ旅を楽しんでいます。色々な方とお手紙を通
してお話しできるのを楽しみにしています！よろしくお願いします！

女性
40代

しろさん
めんこい通り 50番地

2019年9月30日まで

ドライブ、手芸、苔育て、ゴルフ
お一人様街道まっしぐら！毎日の仕事から解放される週末にゆっく
りと誰かのために手紙を書いてみたいと思いました。デジタル時代
だからこそ手書きの手紙に温もりを求めて。。身近な出来事やそ
の時々の思い等、共有出来たら嬉しいです。宜しくお願いします！

女性
30代

ウィンドウショッピング、映画鑑賞、音楽鑑賞、食
べること
中学3年生と高校3年生の受験生を抱えるお母さんをしてます。
日々子供たちの心の成長に一喜一憂しながら毎日を過ごしていま
す。私も自分自身の成長のために、いろいろな方とお話してみた
いと思い、参加させて頂こうと思いました。

2019年9月30日まで

読書、俳句とも中途半端が多く反省が多い。 文通を契
機に中途半端感がなくなればと思っております。自筆で
の手紙も未熟（言葉不足）ですがよろしくお願いします。

ラジオ、読書、DVD映画、スクラッチアート、音楽鑑賞、レ
ジン手芸、塗り絵アプリ

インドアで、引き籠もりです。メンタルも弱く、けれど
も、そんな弱音も吐ける関係にまでなれれば良いなぁと
願っています。無職、独身、実家住まいです。趣味の話
から、日常の話まで様々出来たらと思います。

相模ハマっ子通り 277番地

読書、俳句、映画鑑賞、音楽聞きながらのモーニ
ングコーヒー、月一回の里山保護活動

読書、映画鑑賞、文房具、特に万年筆で字を書く
こと
見知らぬ人と知り合い、色々なことを話せたら楽しいだろうなと思
いまずはお試し入会から。 遠方に通勤していた名残で早寝早起き
が習慣化し、今ではとても気に入っています。 万年筆、ポケモ
ンGO、散歩、伊藤若冲が好きで、今は健康、多少の美、英語に
関心を寄せています。どうぞよろしくお願いします。

さとやまさん

麻さん
彩の国通り 288番地

2019年9月30日まで

読書、ゲーム実況動画鑑賞、ゲーム、インク集め
初めまして。中断していた文通をまた始めたくなり入村しました。
万年筆やインクをつい集めてしまうので使い道が溢れてしまうのが
悩みでもあり嬉しくもあり。動画は有名な方を狭く浅くラジオ感覚
で流し見、ゲームは最近はスプラ2と刀剣乱舞、テトリス99を中心
にプレイしてます(どれもエンジョイ勢)。 のんびり屋なので、ゆっ
くりとやりとりできれば嬉しいです。

女性
20代

ひよさん
なにわ通り 306番地

2019年12月31日まで

舞台観劇、映画鑑賞、音楽鑑賞、ゲーム、読書
かなりの多趣味で熱しやすい性格です。中々冷めずにどんどん多
趣味になってしまいました。 映画は最近マーベルを勧められEGま
で観ました。昔から邦楽ロックが好きでテナー、ビークル、でんぱ
組.incが大好きです。ほぼ毎日ゲームをやっています。スマホゲー
よりも据え置きゲー。ホラゲーやFPSが好き。 中々話す機会がな
い方ともお話したいのでお手紙お待ちしてます！
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女性
20代

2019年6月30日

こあすけさん
お江戸通り 639番地

2019年12月31日まで

女性
10代

旅行、食べること、料理、漫画、アニメ、韓国史
劇鑑賞、ゲーム、カメラ、文房具
はじめまして！夫と息子と暮らしている主婦です。文字を書くこと
が好きで文通に興味を持ちました。旅行先で何かを作ったり食べ
歩きすることが大好きです。料理のレシピを書いたりもします。お
互いのペースで楽しく文通が出できたら嬉しいなと思ってます。よ
ろしくお願いします♪

女性
20代

ぐりさん
お江戸通り 640番地

2019年9月30日まで

男性
70代

ピンポンさん
砂丘通り 19番地

2019年12月31日まで

卓球、読書

ぶにゃのさん
越後通り 78番地

2019年9月30日まで

手紙を書くことが好きな大学生です。高校まで文系でしたが、飛
行機が好きで大学では理系を履修しています。「好きな〜」…芸能
人は福山雅治さん、スポーツは水泳、季節は桜が散るか散らない
かという頃の春です。曲は好きな感じの曲をYouTubeで見つけて
聞いてます(クラシックや6,7,80年代の歌謡曲、洋楽をよく探してま
す)。よろしくお願いします。

女性
40代

アリアンさん
どさんこ通り 185番地

2019年12月31日まで

80年代の漫画（恋愛物除く）、音楽、絵、ステーショナリー、
猫、漢検、片づけ本、寝る事
専業主婦なのに家事嫌いでグータラ過ごしているアラフィフです。
時々英語とピアノが上達したいスイッチが入りますが長くは続きま
せん。プロフィールが似てない方でもOK！LGBTの方などもいらし
たらお話してみたいです。マメじゃないのでご迷惑おかけするか
もですが、ゆる～く文通を楽しみたいと思います。ポストカードも
歓迎です。

女性
30代

りりえさん
古都みやび通り 121番地

2019年12月31日まで

読者、映画鑑賞、テニス観戦、レターセット·シー
ル収集、編み物

海と山が近い田舎で一人暮らしです。病気のため、かすかな声し
か出なくなりました。声がだめでも文字があると、未経験者です
が文通を思いつきました。日常の感動や悩みや世の中の疑問など
を交流したいと思います。どなたでもお便りをいただけたら幸いで
す。

女性
30代

加賀の国通り 39番地

空港に行くこと、茶道(裏)、海外ドラマ・音楽鑑賞、
たまに読書(主に純文学)、数独

ゲーム(据え置き)、読書、コスメ、文房具、最近
銃器に興味あり
悪筆ですが、久々に文字のやり取りを楽しみたくなりまし
た。LGBTQ。日常の話や趣味の話、ちょっと真面目な話などな
ど…趣味・嗜好の共通点の有無にかかわらず、様々な年代・性別
の方とお話がしたいです。よろしくお願いいたします。

梨香子さん

2019年9月30日まで

洋画、海外ドラマ、ディズニー映画、YouTube、100均、紙
もの、健康、パン屋巡り

こどもの頃憧れていた文通を大人になった今始めてみよ
うと思い登録しました！仕事や日常の話、地域あるある
など楽しくお話出来たらなと思います。はじめてで、わ
からない事も多いですが宜しくお願いします！

はじめまして。子どもが小学生になり、少し自分の時間がもてる
ようになり入会しました。初めての入会で、わからないことだらけ
ですが、手紙を通していろいろな方とお話ができればと思います。
よろしくお願いいたします。

