
第232号 2019年7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。

　　2

牡丹一華さん
相模ハマっ子通り 5番地 2020年1月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、紅茶、お料理、語学、お写真、
手芸、一人旅

お手紙を通して、お互いの見ている世界を伝え合いたいなと思って
います。 今日はこんな素敵なことがあったのよ、こんな本に出逢
えたのよ、向こうの通りに綺麗な花が咲いたのよ等、日常のちょっ
としたことから、趣味のお話等広くお話したいなと思っています。
皆さんの見ている世界も教えてください。 よろしくお願いいたしま
す。

さゆりさん
お江戸通り 535番地 2019年10月15日まで

女性
20代

読書、カラオケ、YouTube、イラストや文章を描
くこと

字は上手くありませんが、前から文通に憧れていました。 趣味の
読書は主に恋愛小説です。本だけでなく、小説サイトも見ていま
す。 けれどYouTubeでは怖い話の朗読や世にも奇妙な物語を見る
ことが多く、ホラーも好きです。 どんな話も基本的に好きで、苦
手なものは特にありません。 皆様のオススメ作品を教えてくださ
い。 よろしくお願いします。

ひなさん
お江戸通り 637番地 2020年1月15日まで

女性
10代

手芸、お出かけ、紅茶

SNSがどうも長続きせず、苦手といいますか、あまり好
まないものですのでこちらで筆を通して色んな方とお喋
りできたらと思います。 普段は関わるような事のない方
ともお手紙を交換したいです。

かほさん
六甲通り 220番地 2019年10月15日まで

女性
20代

今は、感じたことを言語化することに熱心です。な
のでブログが趣味です。

ふと誰かと文通がしたいなあと思いました。どこかの誰かはどんな
ふうに生活しているんだろう？って興味がありました。メールじゃ
なくて文通がいいなあと思いました。相手のことを想像したりする
のも、自分の気持ちともゆっくり向き合えるような気がします。そ
んな時間が日常の中にできることに今から楽しみにしております。
手紙を待つ間の待ち遠しい気持ちはとてもいいものですね。

ryuakimamaさん
どさんこ通り 208番地 2020年1月15日まで

女性
30代

本.絵本.音楽鑑賞.アクセサリー作り.100均.レタセ.
シール.多肉植物.ゲーム

2人の子供を育てながら、看護師として育児短時間で働いています。
忙しい日々に追われる毎日なので、何か楽しみを見つけたいと思
い登録しました。小さな頃から手紙を書くのが大好きで、レターセッ
トやシールなど集めるのも好きです。中学生ぶりにまた文通を始
めたいと思いますので、よろしくお願い致します。

うさぴょんさん
お江戸通り 641番地 2020年1月15日まで

女性
60代

読書、写真、体操教室、テレビでドラマや漫才やドキュメン
タリーを見る、ラジオを聴く。

好きなものは、紅茶、道端の草花、かわいい雑貨、おいしそうな
パン屋さん、鳥（うちの近くで野生化したワカケホンセイインコを
見かけます）、ジブリのアニメ、フジコ・ヘミングさんのピアノ、
熊谷守一さんの絵、毎年のⅯ１等々。お手紙を通して、いろいろ
な方とお話ができたら素敵だなぁと思って参加しました。どうぞよ
ろしくお願い致しします。

うーあささん
茶畑通り 133番地 2020年1月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、ドラマ、ギター、カラオケ、音楽、歌、
YouTube、旅行、戸田恵梨香

現在０歳児を子育て中の20代の主婦です。 既婚なので女性の方
のみでお願いします。 子育て中に出来る趣味を見つけたいなと思
い始めてみました。 文通初心者なので、よろしくお願いします。
皆様からのお手紙お待ちしています。

めんめんさん
どさんこ通り 209番地 2019年10月15日まで

女性
20代

読書、ゴルフ、文房具、Hey! Say! JUMP、お笑い

初めまして、めんめんと申します。大学では福祉系を勉強していま
す。考えることが好きで、インドア派です。出身地の影響でお笑
いも好きです。文通を始めようと思ったきっかけは、祖母に手紙を
送ることが好きな事と、色々な人と手紙でコミュニケーションをと
りたいと思ったことです。こんな私ですがどうぞよろしくお願いし
ます！
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おやゆび（旧：りょう）さん
お江戸通り 642番地 2019年10月15日まで

女性
20代

映画、テレビを見ること、K-POP、お笑い、コスメ

お会いしたことのない誰かと文通出来るなんて。眠っていたレター
セットを使えることにわくわくしています。好きなものは、お笑い、
映画、テレビ、カメ、お芝居、食べること、化粧品、可愛い人(ア
イドルなど)。韓国語が少し出来ます。趣味の合う方、そうでない
方も、どうぞよろしくお願いします。

あおいろさん
彩の国通り 289番地 2019年10月15日まで

女性
20代

カフェ巡り、モーニング、紅茶、写真、読書、街
歩き

ついこの間、文通に関する映画をみて 文通をしたいと思ったのが
きっかけで登録しました。 普通に生活していたら出会うことのない
方々とやりとりできる点に魅力を感じています。ゆっくり丁寧に文
通していければ嬉しいです。よろしくお願いします。

ひらりさん
六甲通り 221番地 2019年10月15日まで

女性
50代

読書、美術館巡り、パズル

活字と文房具、お茶が大好きで、鳥獣人物戯画のグッズ
を見かけると、つい買ってしまいます。書くこと、読むこ
と、どちらも大好きです。よろしくお願いいたします。

おもちさん
ピーナッツ通り 281番地 2019年10月15日まで

女性
10代

散歩、歌をきくこと、雑貨をみること

雨の日が好きでゆっくり静かなところでお手紙書きたい
性格です❁ 日常であったことや楽しかったこと、オスス
メなど気軽に話せたら‥と思います！ よろしくお願いし
ます(´｀*)

YOKO*さん
阿波の国通り 28番地 2019年10月15日まで

女性
20代

映画&ドラマ、ゲーム、読書、書道、マステ、食べ
る事、お笑い

年長になる娘がいる主婦です。転勤等で夫婦共に地元を離れて暮
らしており、お話する友達が少なく、手紙のやり取りでお話してる
時間が楽しくて大好きです^^♪ 共通の趣味に限らず異なる趣味の
お話も聞きたいので年齢問わずお互いのペースで楽しい文通が出
来ると嬉しいです。 ネットでドラマを見るのも好きなのでオススメ
あれば教えて下さい♪♪

ちゃんくまさん
彩の国通り 290番地 2019年10月15日まで

男性
30代

ラグビー、ゲーム

介護の仕事をしている30代の独身です。 仕事は大変ですが、愛す
べきお年寄り達に日々癒されています。 ラグビーが好きで高校の
部活と大学の同好会でやっていました。 ラグビーからは生きる上
で大事な事を学んだ気がします。 色んな人とお話がしたいので、
よろしくお願いします。

きっこさん
きびだんご通り 73番地 2020年1月15日まで

女性
30代

読書、ドライブ、カフェ巡り

はじめまして。新しいことを始めてみたくて登録しました。
お互いのペースでお互いの趣味や好きなこと、日々のこ
となどお話できたらと思います。

四季さん
さくらんぼ通り 40番地 2019年10月15日まで

女性
30代

カード占い、ダイエット、大検目指す、イラスト、楽器、読
書、モバゲー、楽天、手帳づくり

文通歴30年です。今回、文通村にお試し入会しました。(o^-^) 気
軽にお手紙下さいね。o(^o^)o Newton読んでます。 　普段はロ
ングレターですが、文通村ではハガキやビンセン1枚でやりとりし
たいです。ササッと書ける感じ(o^-^)

かおしんさん
茶畑通り 134番地 2019年10月15日まで

女性
40代

読書、音楽を聴く事

最近L⇔Rや黒沢健一さんのファンになりました。 同じ趣
味の方でできたら同世代(アラフィフ)の女性の方と楽しく
お手紙のやり取りができたらいいなと思っています。

めいさん
さがん通り 22番地 2020年1月15日まで

女性
20代

創作、映画鑑賞、文房具、手帳、音楽、写真、読
書

はじめまして。中学生の頃文通をしていましたが、また始めたいと
思って登録しました！シールやマステ、文房具が好きです。趣味
の事、日常の事、いろんなことをたくさんの方とお話できたらいい
なと思います。よろしくお願いします。
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ひよこさん
相模ハマっ子通り 279番地 2019年10月15日まで

女性
40代

カラオケ、YouTube鑑賞、カフェでまったり、食べ
ることetc

はじめまして。子どもの手が離れて時間を持て余していたところ文
通村を知り、昔ドキドキしながらお手紙を書き、ワクワクしながら
お返事を待ったあの楽しいひとときを思い出しました。歌うことと
動物が大好きな45歳、現在は夫とふたり暮らしのパート主婦です。
ゆったりとした時の中でいろいろなお話が出来たら嬉しいです。よ
ろしくお願いします。

みずあさぎさん
どさんこ通り 210番地 2019年10月15日まで

女性
40代

文具集め、古い洋服とアクセサリー集め

溜まるばかりのレターセットを使いたい、最近増えてきたインクや
万年筆を使いたい、という動機からの入会です。SNSの世界の忙
しなさが苦手で、文通もぼちぼちのペースでできればいいなと思っ
ています。これという趣味のない人間ですが、文具について、あ
るいはビンテージアクセサリーについて、手紙の中で楽しく語って
くれる方とやり取りできれば嬉しいです。

カーレッジさん
六甲通り 222番地 2019年10月15日まで

女性
40代

読書、映画、カフェ巡り、海外ドラマ、ネットサー
フィン、文房具集め、雑貨集め、

はじめまして！小学生２人の母やってます。最近文通が再度注目
を集めていると知り、私も始めてみたくて早速こちらに登録しまし
た。日常の他愛のない事、仕事や家族の事、趣味の事、そしてた
まに愚痴など…色々お話しできたらいいなと思います。よろしくお
願いします！

春哉さん
お江戸通り 496番地 2019年10月15日まで

男性
10代

読書、音楽、紅茶

初めまして。春哉(しゅんや)です。 趣味と言えるほど詳しいものは
上の3つですが、他にも色々とお話できる事は多いと思います。
昔から体を動かす事よりも、室内で読書している方が好きな性格
です。 食べ物はトマトが好きで肉が嫌いです。 やり取りできるの
を楽しみにしています。

ホシヲさん
お江戸通り 60番地 2019年10月15日まで

女性
40代

ゲーム、手芸、ポストクロッシング、小鳥雑貨集め、ドール
服製作、映画鑑賞、小説を書く

大好きで集めていたレターセットを使い、沢山の方と色んなお話を
したいと考えております。現在3才と5才の子供もおりますが、子
育ての話題以外でもお話し出来る方、宜しくお願い致します。小
鳥、お人形、ゲーム(DbD、マイクラ)、刀剣乱舞、小説を書く事も
好きです。 綺麗＆可愛い雑貨が好きな方、色んなレターセットで
お話し致しませんか？どうぞ宜しくお願い致します。

すずめさん
杜の都通り 105番地 2019年10月15日まで

女性
30代

山登り、読書、美術館、コーヒー、旅行、写真

はじめまして。 仕事は事務職をしています。夫と二人暮らしです。
日常生活のこと、趣味のことや遠くの誰かだからこそ話せること。
どんなことでも、手紙を書きたいなと思ったときに、頭に浮かぶ1
人になれたら嬉しいです。 どうぞよろしくお願いします。 ※女性
のみでお願いします。

はちころさん
ピーナッツ通り 282番地 2020年1月15日まで

女性
30代

カメラ、旅行、散歩、カフェ巡り、美味しいもの食べ歩き、
読書、京都、沖縄、ウロコインコ

昔から手紙のやり取りが好きでしたが、今はなかなか送り合うよ
うな相手もいなく…。誰かと文通が出来たらと思い、登録してみま
した。年齢問わず、色々な方と手紙を通してお話しできたらとても
嬉しいです。 よろしくお願いします。

ようちゃんさん
上州三山通り 67番地 2020年1月15日まで

女性
40代

オペラ鑑賞、コーラス、カラオケ、社交ダンス

４０代、独身女子です。 下肢身体障害者なので、活動量は少なく、
つかれやすいので、文通で、いろんな人と、お話したいと思いま
す。学生時代の勉強は、まあまあ順調で、大学にも通わせてもら
いました。やや世間知らずで、天然ボケな面もあります。小さい
時から、よく文通をしていました。どうぞよろしくお願いします☆
彡

おしずんさん
ピーナッツ通り 283番地 2019年10月15日まで

女性
40代

海外ドラマ鑑賞、映画鑑賞、純喫茶鑑賞好き、可愛いもの
好き、家に猫1匹と鳥が9羽います。

　関西人です。ダブルワークをしていて日々、忙しい時間を過ごし
ています。 　 　小学生の時、何年も文通をしている子がいました
がお互い忙しくなりやり取りをしなくなってしまいました、それをこ
の歳でふと思い出して文通してみたいなと思いました。よろしくお
願いします( ･_･)ﾉ

フレンチトーストさん
お江戸通り 648番地 2019年10月15日まで

男性
50代

渋谷恵比寿三軒茶屋でお酒、恋愛映画、小説、アニメ、精
神医学、旅行、文房具、ワイン、スーツ姿

特攻50の起業家（計３社）。20年IT業、迷って決断、今、飲食
業●夢はカリフォルニア南海岸に出店と海外の雄大な自然の中で
キャンピングカー暮らし●自ら調べ、ＤＩＹ●他人評：見ていて面
白い！電光石火の行動力！転職・就職相談ができる！●外見はIPS
細胞の山中教授似だが中身は映画「SING」「チキンリトル」の主人
公と同一●ハンズロフト書店巡り●今すぐお便りください！
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ともちゃんさん
加賀の国通り 40番地 2019年10月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、カフェ巡り、シール、マステ、レタセ、
レジン、100均パトロール、ゲーム

はじめまして。文通はほぼ初めてですが興味が湧き、
やってみたいなって思いました。日常会話やお互いが興
味のある話を文通を通してお話が出来ればいいなと思い
ます。よろしくお願いします。

あっさんさん
お江戸通り 649番地 2019年10月15日まで

女性
30代

映画・ドラマ、登山、散歩、食べログ、料理、バラエティー・
お笑いを観る、旅行、ラジオ、北海道

ふと文通が懐かしくなり、また、始めたいなと思いました。 福祉・
医療系で働いていましたが、現在は育休中です。 庶民的な街で、
夫と子どもと3人暮らしをしています。 性格は、おおらかで明朗快
活と言われます。 日常のささいなことから、世の中の流行りのこ
となど、いろいろな楽しくお話ができたらと思います。よろしくお
願いします。

あおさん
お江戸通り 650番地 2020年1月15日まで

女性
20代

散歩、歴史、ゲーム、ソシャゲ、たまにひとり旅、
野球観戦

初めまして。趣味という趣味はあまりありませんが色々な方と交流
をしたく初めてみました。ゲームは主にソシャゲ中心にFGO、刀剣
乱舞、無双系など。日常の些細なやりとりでも問題ございません
のでどうぞよろしくお願い致します。

すずさん
ピーナッツ通り 284番地 2020年1月15日まで

女性
30代

睡眠、ヨガ、ドラマＣＤ、ソリティア、アクシーズファム、
メイク、吉村達也、キャンディーズ

これといった趣味がないので文通が趣味になればいいな
と思っています。年の離れた夫と、発達のゆっくりな4歳
の娘、キャバリアの犬がいます♪年齢、性別は問いませ
んのでのんびり気楽に文通しませんか？

あいさん
杜の都通り 106番地 2019年10月15日まで

女性
30代

ジム、森林公園の散歩、読書、社会人サークル、
音楽。

はじめまして。30代独身、あいです。休日はジムで運動したり、
森林公園を散歩して自然に癒されてます。また、今までは漫画や
雑誌中心でしたが最近は本屋さんに行って気に入った本を読む楽し
みを見つけました。男女問わず様々な世代の方と文通したいと思っ
ています。今から楽しみです。よろしくお願いします。

雨さん
さるぼぼ通り 55番地 2019年10月15日まで

女性
20代

読書(漫画含む)、ウォーキング、旅行、温泉、紅茶、ランチ、
個展やクリマに行くこと、聖地巡礼

医療職で転職中のアラサー女子です。中学生のとき友達と手紙交
換をしていた時のことを思い出し、違う土地に住む方と日々のあれ
これを気軽に話してみたいなと思いました。年齢性別問いません！
ゆったりとやりとりしたいです(´ω`)初めての文通なのでドキドキ
していますが、よろしくお願いいたします。

KuRoさん
相模ハマっ子通り 280番地 2020年1月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、ハンドメイド、紙モノ、カラオケ、アニ
メ、ゲーム、雑貨屋･カフェ巡り、

はじめましてKuRo(くろ)と言います。 学生の頃、文通をしていた
のですが、大人になるにつれてメールでのやり取りが多く、文通と
いう手書きの温かさに触れたくてはじめました。字はお世辞にも綺
麗とは言えませんが色々な方と楽しいお話が出来たらと思っていま
す。よろしくお願いしますm(*_ _)m

シスカさん
古都みやび通り 123番地 2019年10月15日まで

女性
20代

塗り絵、可愛いものを見る・集めること、カラオケ、
アニメ、ゲーム、絵本の朗読など

アラサーになっても可愛いものが大好きな主婦です。 可愛い雑貨
屋さんや文房具店などに何時間でもいられるタイプです。 小学生
の頃味わった文通のわくわく感が恋しくなり、文通村に入ることを
決めました。 お互い、心のこもったやりとりができたらなと思いま
す。

ちひろさん
杜の都通り 107番地 2020年1月15日まで

女性
20代

カフェ、絵本、文房具、洋服、小旅行、花、料理

学生ぶりに文通がしたいと思い参加しました。現在0歳のムスメが
いてのんびり育児休職中です。最近はムスメの影響で絵本にハマっ
ています。おススメを教えあったりしたいです。また紙モノ収集が
すきで交換もできたら嬉しいです。

いすずさん
彩の国通り 291番地 2020年1月15日まで

女性
30代

読書、漫画、お茶（おいしく飲むだけ）、お酒、
ねこ、自転車、旅行、競馬、イラスト

2匹のねこと暮らしている30代です。本はジャンルを問わず幅広く
読むので、おすすめ本のお話などもできるとうれしいです。本以
外にも、こちらが知らない趣味などについて教えてくださる方も大
歓迎！サイクリングや旅行も好きで、短期目標は47都道府県制覇
です。最近は馬にも興味があります。お互いに無理なくお手紙を
やりとりしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
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ゆきのさん
なにわ通り 307番地 2020年1月15日まで

女性
20代

読書(小説)、アニメ、音楽鑑賞、考え事、歌うこと

はじめまして。長い間文通には憧れていましたが機会がなく、文通
村を見つけて登録してみました。字があまり得意ではないので練
習に…とも企んでます。お互いの好きなことや日々のことを、ゆっ
たり楽しくお話しできればなと思います。ぼーっとしながら考え事
をするのが好きなのでくだらないことを書いてしまうかもしれませ
んが生暖かく聞いてくれましたら幸いです。よろしくお願いします！

さとみぃーさん
相模ハマっ子通り 281番地 2019年10月15日まで

女性
20代

TVゲーム、文通、音楽聴くこと、映画や海外ドラマ鑑賞、お
出かけ、買い物、旅行、温泉

もうすぐ既婚者になります 文通歴は16年しております
が、 こういったコミュニティを使って文通することは初め
てです 少しでも趣味などが被りましたらお気軽によろし
くお願います

かな子さん
常陸の国通り 94番地 2020年1月15日まで

女性
40代

手紙にまつわる文具あつめ、昔のドラマ鑑賞、ひ
とりの時間をのんびり楽しむこと

私は40代で小学生の子ども２人がいる主婦です。文通村は二度目
の登録になります。手紙は、読み書きはもちろん、便せんを選ん
だり返事を待つわくわくした時間などもとても好きです。手紙を通
して、のんびりと日々のなにげないお話ができたらいいなと思って
います。最後に、届いた手紙をSNSに載せる方は、ご遠慮させて
いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

なくのさん
お江戸通り 651番地 2020年1月15日まで

女性
20代

海外ドラマ鑑賞、手帳集め

小さい頃から手帳が好きで、学生時代はよくお手紙も書いていまし
た。デビューしたての万年筆で、どなたかとやり取りがしたいと思
い、始めてみました。英会話勉強中ですので、英語でやり取りし
てくださる方も歓迎です。

とどろきさん
ピーナッツ通り 286番地 2019年10月15日まで

女性
20代

アニメ、コスメ、ファッション、カフェ巡り、文房具、
旅行、写真、手芸

はじめまして。とどろきと申します。 趣味は上述の通りで物を集
めることや気になる場所に出掛けたり面白い場所や物を探すことが
好きです。 好きな物の話や日常で気になった物や事、楽しい文通
ができればと思います。 よろしくお願いします。

ふみのさん
かすていら通り 37番地 2020年1月15日まで

女性
30代

絵を描くこと、雑貨屋さんめぐり

しゃべるのが苦手なコンビニ店員です。口下手ですが、
文通なら…と思い登録しました。マンガを描いたり、工
作をするのが好きです。文房具を集めているので、それ
を使ってお手紙を書きたいです。

ゆにこさん
相模ハマっ子通り 282番地 2020年1月15日まで

女性
20代

海外ドラマ鑑賞（推理もの）、宝塚歌劇、動物園
めぐり、語学（英語・中国語）、

旦那と猫と三人で暮らしている会社員です。仕事のこと、日々の楽
しいことや悲しいことなど話題は問いません。年齢性別は問わず、
みな様の色々なお気持ちを私と共有していただければと思います。
宜しくお願い致します。

ゆいさん
相模ハマっ子通り 283番地 2019年10月15日まで

女性
30代

文通、読書、ファッション、文具集め

子どもの頃から文通が大好きで、文具店に寄るたびに買い求めて
しまうレターセットや万年筆に色とりどりのインク。使う機会を求
めて登録してみました。他愛のないお話から深い深いお話まで、
色々なお話がしたいです。 手書きの文字から感じる相手のあたた
かさや、忙しい毎日から少しの時間だけ距離を置いてペンを走ら
せる時間が大好きです。よろしくお願いいたします。

くとりさん
ねぷた通り 36番地 2020年1月15日まで

男性
20代

ランニング、筋トレ、バドミントン、深夜アニ
メ、YouTube・ニコニコ動画

はじめまして、20代の社会人です。新しいことに挑戦し
たいと思い入村しました。 趣味は長く続けているものを
記載しました。 いろいろな方と文通ができればいいなと
思います。よろしくお願いします。

興味深心かんちゃんさん
どんたく通り 101番地 2019年10月15日まで

女性
30代

レターセット集め、ジャニーズ、読書、書道、ピアノ、メイ
ク、スノーボード、フェルト手芸

何にでも興味があります。手紙や文章を書く事が大好き
です。お手紙、たくさんまっています。色々なお話がし
たいです。よろしくお願いします。大牟田、宮崎、埼玉、
岩手、苅田町、北九州市に住んだ事あります。
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鳩子さん
どんたく通り 69番地 2020年1月15日まで

女性
50代

読書、写真集（動植物・宝石など）、ピアス、雑
貨

はじめまして。文通という言葉がなつかしく入会させて頂きました。
ピアスが好きで色んな写真集を見るのが好きです。最近のお気に
入りは、うみうし、小鳥、宝石、鉱石、恐竜、深海などなど。お
互いのペースで日々の事や色んな話を出来たら嬉しいなぁと思って
ますので、よろしくお願い致します。あと、ジョジョが大好きです！


