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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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ラ・クンパルシータさん
うつくしま通り 3番地 2019年10月31日まで

女性
60代

植物（観賞・栽培）、音楽（ラテン・ポピュラー・クラシッ
ク）、俳句・短歌（鑑賞のみ）

体調が復調した訳ではありませんが、ゆっくりと少数の方と文通さ
せて頂きたく、再入会を決めました。ロンレタ好き。（体調の許す
範囲で）季節や日常のことを長々と（？）書くのも大好きですが、
時には心にドシ～ン、ジワ～ンとくる話題、または少し硬派っぽい
話も好みます。自然、植物、文章好き（？）の方との文通をお願
いします。

むむたんさん
どさんこ通り 164番地 2019年10月31日まで

女性
20代

漫画 アニメ ゲーム YouTube 読書 囲碁 ラーメン 料理 音楽
（UVER.USG）

札幌在住で7月に入り妊娠5ヶ月目に突入した妊婦＋オタクです。
普段は夜のお仕事しております。 妊娠前はゆるキャン△の影響で
ソロキャンプにあこがれてて、道具買ったりしましたが未だにいけ
てません:(；ﾞﾟ'ωﾟ'): 美術とペットの専門行ってたので絵を描くこと
と動物大好きです(*´◒`*) 暇つぶし程度によければお手紙くださ
い(*≧∀≦*)

李さん
お江戸通り 529番地 2020年1月31日まで

女性
20代

ペット(犬)、ゲーム、古着屋巡り、映画やドラマ、
音楽、漫画、アニメ、ホットヨガ

ゲーム漫画アニメは90年代の古いものから最近のものまで、幅広
く好きです。休日は出掛けたり家でまったり過ごしたり様々ですが、
最近ダイエットでヨガを始めました。レターセットやシールなど可
愛い物が大好きです。色んな年代の方とたくさんお話しできたら
嬉しいです。

和美さん
もみじ饅頭通り 8番地 2019年10月31日まで

女性
30代

Letter、shopping、k-pop、料理、ゲーム

はじめまして。 前にも登録してました。また、みなさん
とお手紙のやり取りをしたくて、繋がりを持ちたくて再
登録することにしました。 お互いのペースで続けていけ
たら嬉しいです。

あーるさん
越後通り 79番地 2019年10月31日まで

女性
20代

アニメ、マンガ、ゲーム、観劇、YouTube、マス
テ集め、絵本

文通を楽しんでいた学生の頃の気持ちをまた味わいたい
と思い登録を決めました。同じ趣味を持つ方、そうでな
い方、どなたからでもお手紙頂けたら嬉しいです。お互
い無理のないペースでやりとりできたらと思います。

さりさん
かぼす通り 31番地 2019年11月30日まで

女性
30代

文房具、読書、映画、海外ドラマ、おしゃれ、犬、
お酒、美味しいご飯、運動

はじめまして。以前から興味があった文通、思い切って始めてみよ
うと入村致しました！パートナーと愛犬と3人暮らしです。家で映
画や本を読んでボーッと過ごすのも、キャンプや買い物など外に出
かけるのも好きです。 ご縁を大切に、いろんな方とお話できたら
と思っています。のんびりしてて文通初心者ですが、よろしくお願
い致します。

ふみこさん
加賀の国通り 41番地 2019年10月31日まで

女性
30代

読書、映画、カメラ、お酒、喫茶店、歌謡曲、猫、

最近の楽しみは、本を読むことです。本を読むと、心の中にある
もやもやしていることが、言葉にできるような気がします。昔の映
画・音楽・ファッションに興味があります。ゆるゆると日々の出来事
などやりとりできたら良いなと思います。よろしくお願いします。

よしかさん
お江戸通り 652番地 2019年10月31日まで

女性
40代

読書、映画、ライブ、お芝居、文具

初めまして。既婚で高2と小5の息子がいます。文通が好きで、10
年ぐらい前までは何人かの方としていましたが、忙しくなって疎遠
に…。子供の手も離れてきて時間もできてきたので、また文通を
したいと思い入会しました。THEYELLOWMONKEY、藤原竜也
君etc.が好きです。 本は、年に100冊前後読みます。最近は、図
書館で借りてばかりです。よろしくお願いします。
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ふーみんさん
茶畑通り 135番地 2019年10月31日まで

女性
50代

読書

毎日忙しく過ごしています。やっと仕事が終わると猫の
クーちゃんを可愛がっています。新しい出会いがあると
嬉しいです。

うさこさん
信濃通り 89番地 2019年10月31日まで

女性
40代

国内旅行、ガーデニング、食べ歩き

はじめまして。子供のころから文通が大好きでした。 う
さぎ、雑貨、いちごが大好きな私と文通しましょ！ 女性
の方のみでよろしくお願いいたします(^w^)

すみれ（旧：愛花）さん
平城京通り 55番地 2019年10月31日まで

女性
30代

読書、森林浴、傾聴、動物やゆるキャラ、カフェ、おしゃれ、
深い話、創作、占い、音楽鑑賞

現在療養中で、心細いです。ぜひお手紙を通じて、温かい交流を
願います。森林浴や豊かな自然に憧れ、森に住みたい位です(笑)
動物も大好きです。 性格は大らかでおしゃれ好きですが、自然体
で何でも話したいな。 地域や老若男女不問です。新しい世界を知
れたり、ふと笑ってしまったり、優しい風を交換できればと…。ど
うぞ宜しくお願いします。

ゆきさん
なにわ通り 57番地 2020年1月31日まで

女性
50代

何気ない毎日の出来事、ハガキ手紙、ドリップす
るコーヒー、無印良品

再入村「ゆき」です。旦那さんの両親を近隣介護しています。心が
落ち込むこともあるけれど、深く考えすぎないこと、流れに任せる
ときもあるなど、もがいています。最近の気分転換は、ドリップで
入れるコーヒー、素人ですが入れている時間も無心になれます。
よかったらあなたの何気ない毎日の出来事など手紙を通してお聞
かせください。年配の方も是非ともお願いします。ゆき

ささみさん
お江戸通り 653番地 2020年1月31日まで

女性
30代

読書、ゲーム、youtube(ゲーム実況)、猫とゴロゴ
ロ

旦那と保護猫とのんびり暮らしている主婦です。趣味はゲームで
すが最近は自分でプレイするより、ゲーム実況(2BRO.さん)を見る
ことのほうが多くなりました。本はホラー・ミステリー中心に、ラノベ
(西尾維新さん)も読みます。でも趣味があわなくても年齢が離れて
いても、色々な方とお話が出来たら嬉しいです。※既婚のため女
性のみとさせて頂きます。

よもぎさん
相模ハマっ子通り 284番地 2019年10月31日まで

女性
20代

カフェ、映画鑑賞、読書、猫、花、パン作り

人との気楽な関わりを増やしたいと思い始めました。やさしい夫と、
世界一かわいい猫と暮らしています。趣味の合う方と文通できるの
も楽しみですが、全く新しいジャンルにも挑戦してみたいので、オ
ススメがあれば気軽にお手紙ください。

弥生さん
彩の国通り 292番地 2020年1月31日まで

女性
40代

読書、自然の中の散歩、音楽鑑賞、オシャレ、コスメ、宝
塚歌劇、詩を書くこと、コーヒー、

はじめまして。高1の娘がいる主婦です。 パートと家事の毎日の中
で、自分だけの楽しみを見つけたくて…文通をはじめたいと思いま
した。 想いを文字にして心の中を整理することが好きです 沢山の
方の想いにふれて、お互いに文通という素敵な時間を持てたら
な…と思います 趣味のこと、日常のこと、悩み相談…色々文字で
話せたらな…と思います。 お便り待っています。

あずささん
しゃちほこ通り 49番地 2020年7月31日まで

女性
30代

GUやUNIQLOの服、ピアノ、声楽、安いメイク

はじめまして。私は、34歳の独身です。ピアノと声楽は最近始め
ました。うつ病で今は作業所に通っています。SNSが苦手なのでこ
ちらの文通村さんで友達づくりをしたいと思い入会しました。どう
か良い縁がありますように。

織さん
お江戸通り 654番地 2019年10月31日まで

女性
20代

写真、音楽、映画、読書、紅茶、甘いもの、マン
ガ、西洋美術

宝物の万年筆を使う機会が欲しくて登録しました。性別年齢問わず、
のんびりお話しできたら嬉しいです。散歩と風景写真を撮ることが
趣味で、嵐とアンジュルム、スキマスイッチ、それとジャズを良く
聞きます。二次元ではコナンと鋼錬とCLAMP、i7とKが好きで、立
原えりかさんの「どこにもない動物園」が愛読書です。

キキ（旧：しおみ）さん
ねぷた通り 37番地 2019年10月31日まで

女性
30代

映画鑑賞、家でのんびり、カフェ、ランチ、飲み
歩き、散歩、読書、ひとり旅

のんびり過ごすのが好きで、最近は朝顔のお世話をす
るのが楽しいです。よろしくお願いします。
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まりえさん
なにわ通り 310番地 2019年10月31日まで

女性
20代

読書、観劇、美術鑑賞、お酒、料理

会社員をしている20代です。最近、文通が出てくる小説を読んで
興味を持ち登録しました。お互いの趣味のこと、日常生活のことな
ど気軽にお話出来たら嬉しいです。同世代の方はもちろん、せっ
かくなので色々な年齢層の方とお話出来たらと思っているので、よ
ろしくお願いします。

彩月さん
しゃちほこ通り 235番地 2020年1月31日まで

女性
50代

ジム通い、ドライブ、写真

50代に入り、ジムで身体を作ることに目覚めました。 家族と離れ
て一人暮らししています。 夜の静かな一人の時間に、お手紙を書
けるペンパルさんがいたらいいなと思い、登録しました。 話題は
何でも(^-^)また、男性の方でも女性の方でも構いません。 忙しい
時にはポストカードでもOKなのんびりしたやり取りをさせていた
だけたら、と思います。

心花さん
信濃通り 10番地 2020年1月31日まで

女性
50代

山歩き、歌うこと、手芸、読書、ドライブ

こんにちは。以前こちらで住まわせていただいておりま
した。文通は大好きです。思いを文字に託してひたすら
書くことが好きです。今は断捨離を密かに始めています。
年齢、性別問いません。よろしくお願いいたします。

えここさん
とちおとめ通り 82番地 2020年1月31日まで

女性
20代

食、歩、読、ジブン手帳、 映画館・本屋・図書館に行く、 ス
マホゲーム(i７・刀)も少々

はじめまして。私は今フリーターでパン屋で接客をしています。 手
紙のような手づくりのものの温かみが好きで、文通へも憧れがあっ
て入村しました。 色々なことに触れたい！という気持ちが強いの
で、年代や趣味にこだわらず、お付き合い頂けると嬉しいです。
日々の何気ないお話しも大歓迎です！ まったりとご縁を温めてい
ければと思います。 よろしくお願いいたします。

雉助さん
しゃちほこ通り 236番地 2019年10月31日まで

男性
40代

読書、ゴルフ、ごはん食べ歩き、旅行、スポーツ
観賞

はじめまして。営業をしています。仕事柄あちこちに行
く機会が多いので、各地の美味しいものを食べること、
合間に読書することが趣味です。文通修行をして文章力
の向上を目論んでおります。

きえさん
なにわ通り 311番地 2019年10月31日まで

女性
20代

漫画、邦ドラマ、映画、花、ベランダ園芸、洋食
屋さん、レトロな喫茶店、足つぼ

文通初心者です。のんびり～と内心焦りつつ…過ごしています。
趣味は浅く広く楽しんでいます。音楽はブリグリなどが好きです。
好きなことや日常のこと、悩み事など、趣味が違う方とも色々お
話ししてみたいです。よろしくお願いします！

白郡さん
しゃちほこ通り 237番地 2020年1月31日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、ゴルフ、コスメ、文房具、美術
鑑賞、漫画、旅行

はじめまして。綺麗なものを観るのが好きです。映画は主に洋画
を観ます。趣味で集めたポストカードでやり取りがしたくはじめま
した。美味しいものを食べるのも好きです。年代問わず日常や趣
味のことなどやり取りできたら嬉しいです。 よろしくお願い致しま
す。

オタクくんさん
相模ハマっ子通り 285番地 2019年10月31日まで

男性
20代

オタクお絵かき、オタクイラスト、オタク音楽、読
書、コンピュータ

大学生です。男もすなる文通といふものを、オタクもしてみむとて
するなりしたくて入村しました。 趣味は読書とオタクお絵描きです。
オタク絵送り合うのとかしてみたいです！ また英語の学習に興味
があります。英語のお手紙を送り合うのとかもしてみたいです！
文通を通じて色々な方のお話の聞く(読む？)ことができればと思っ
ています。 よろしくお願いしま

めるさん
お江戸通り 655番地 2020年1月31日まで

女性
30代

映画鑑賞、ドラマ鑑賞、山歩き

普段は職場と家を往復する毎日なので、文通を通して新
たな人間関係を築きたいと思い始めてみました。夫と２
人暮らしです。かわいいレターセットに興味があります。
よろしくお願いいたします。

青やぎさん
お江戸通り 656番地 2020年1月31日まで

男性
20代

映画鑑賞、音楽鑑賞、Youtube、ゲーム、まんが、
お酒

はじめまして。手紙って会話やSNSにはない独特の雰囲気があると
思っていて、それが今の自分にあったら毎日がちょっと楽しくなりそ
うだな、と思って始めました。お互いを知らない者同士の文通だか
らこその、素の会話ができたら嬉しいです。よろしくお願いいたし
ます:)
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のたまさん
六甲通り 10番地 2020年7月31日まで

女性
50代

お菓子、料理、パン、読書、スポーツ観戦、御朱
印集め、散歩、街ブラ、犬、旅行

食べることが大好きです。スポーツは主に野球(タイガース)と海外
のサッカーを観戦しています。最近は字を書くことが減り、漢字は
読めるけど書けないことが増えたなーと感じます。ゆったりと手紙
を書く時間を大切にしたいなと思います。

しほさん
相模通り 31番地 2019年10月31日まで

女性
20代

サンリオ、ディズニー、ドラマ、少女漫画、食べる
こと、アイドル

数年ぶりに再登録をしました☆2児の母をしています。
趣味が同じ方、違う方たくさんの方とお手紙をやり取り
したいです(^ ^)みなさんよろしくお願いします！

Makkyさん
彩の国通り 293番地 2020年1月31日まで

女性
40代

旅行、読書、スポーツ観戦（テレビで）、独学で
語学勉強、応援、子どもと昆虫採集

はじめまして。はるか昔（学生時代）に大好きだった文通を、ま
た楽しくできたらいいなと思って、ずっと気になっていた「文通村」
にお試し入会しました。私は旅行が大好きな働く母です。お互い
の手紙が待ち遠しくなるような方と知り合って、楽しく末永く、心
温まるやり取りができたら嬉しいです。（できれば、４０～５０
代の女性希望です）。どうぞよろしくお願いいたします。

朋絵さん
ピーナッツ通り 288番地 2019年10月31日まで

女性
50代

仏像、神社仏閣巡り、図書館巡り、映画、読書

はじめまして、朋絵です。多趣味ですが、みな浅薄。
でも、仏像鑑賞が、一番好きです。また、最近、オカリ
ナを習い始めました。綺麗な音色を出すのが意外と難し
いです。宜しくお願いします

ぷくぷくさん
しゃちほこ通り 238番地 2020年1月31日まで

女性
20代

多肉植物が好きです。レター等の収集、週に１度
は喫茶店、御朱印

文通初心者です。 手紙でのやり取りが憧れだったので、
思いきって入村しました。 子供が2人いるので、子供の
話がOKだと嬉しいです！

かこさん
なにわ通り 312番地 2019年10月31日まで

女性
30代

紙モノ・手帳・昭和レトロな街・古民家・断捨離・映画・読書・
クレーンゲーム・LEGO・

はじめまして。携帯やデジタルに疲れて、お手紙を始めてみたくな
りました。紙モノが好きなのでカフェで のんびり手帳を眺めたりお
手紙を書いたり読書をしたり。。そんな時間を過ごしたいと思って
います。おすそ分けを、ちょっぴり御手紙に忍ばせる事が好きです。
字は綺麗ではないですが心を込めて書きますね。 男女年齢問わず
御手紙お待ちしておりますね。

ひかりさん
相模ハマっ子通り 287番地 2019年10月31日まで

女性
30代

映画鑑賞、海外ドラマ、文房具、語学

はじめまして。小学生の頃文通をしていましたが、ポス
トに届いた手紙がとても嬉しかったなと懐かしく思い登録
させて頂きました。世代を超えて色々な方とお話が出来
ればと思います。宜しくお願い致します。

あきさん
ねぷた通り 38番地 2020年1月31日まで

女性
30代

アニメ鑑賞、食べ歩き、ドライブ、猫、ビリヤード、
ゆず

はじめまして。私は30代独身で看護学校に通っている学生です。
文通は初めてなんですが、可愛いレターセットを使って誰かと趣味
や日常のいろいろなことをやりとりしてみたいなと思い投稿しまし
た。よろしくお願いします。

りほこさん
なにわ通り 313番地 2019年10月31日まで

女性
30代

トラベラーズノート、手帳、スタンプ、バレットジャーナル、
マステ、犬、スプラトゥーン

春ごろから突然紙ものに目覚め，色々と楽しみだしたところです。
同じような趣味の方と情報を共有出来たらと思います。 紙ものに
ハマる前はゲームにどっぷりと浸かっていました。 夫と子供二
人，16歳のダックスと14歳のプードルと暮らしています。 文通は
子供の頃以来で不慣れですがよろしくお願いいたします。

桃香さん
相模ハマっ子通り 288番地 2019年10月31日まで

女性
20代

ライヴ、フェス、マラソン、スノボ、ドラム、ピア
ノ、旅行、SOU SOU

小学校、中学校時代に手紙交換をしていて楽しかったのでまた始
めたいな！と思いました。2児の母です！冬に3人目が産まれます！
子育ての話や趣味の話など色んなことを語り合えたら嬉しいです！
音楽が一番の趣味でPerfumeがだいすきです！よろしくお願いし
ます！
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しらたまさん
紀州通り 23番地 2019年10月31日まで

女性
20代

自然、歴史あるもの、愛犬との触れ合い、トレッキ
ング、手芸、読書、映画鑑賞、瞑想

自然の中を歩くことが大好きです。特に木が大好きで、葉っぱが揺
れている囁きなどとても癒されます。家族愛について考える日々。
福祉関係の仕事に興味あります。昔から文通に憧れていました。
紙の優しさが好きです。知らないことを知るのが大好き。あなた
の好きなものや、今日見たもの、なんでもゆるりと教えてくださ
い。とても楽しみにしています。ご縁がありますように。

ひなこさん
なにわ通り 314番地 2019年10月31日まで

女性
20代

動画を見る、歩く、90年代、ヒップホップ、ダンス、
メイク

字を書いたりすることが好きです、たわいない事でも話を文章を
通して、知りたいです！90年代の流行りとか、自分が生まれる前
の風潮というか、文化とか、日本のことでも海外のことに興味あり
です。知りたいです！昔はこんなんだったんだよーみたいな！

オマケさん
お江戸通り 658番地 2020年1月31日まで

女性
50代

日本史、英語

クモ膜下出血から一年。自分の人生を再確認。やり残し
を処理しながら、自分のオマケ人生をどう過ごそうかを
思案中。

unicoさん
なにわ通り 315番地 2020年7月31日まで

女性
30代

車の運転｡100均｡寝る｡カラオケ｡いろいろ集めること｡買い
物｡お出かけ｡文房具｡

初めまして。20歳の娘、17歳3歳1歳の息子の3男1女の再婚ママ
で来月40歳になります。介護福祉士として働いています。 既婚者
なので女性のみ、子育て中のママさん大歓迎♡子供の話が多くな
りますが、気にされない方なら独身の方でも大歓迎！ゆっくりペー
スになりますがいろいろお話出来ればな、と思います。

しずくさん
彩の国通り 294番地 2019年10月31日まで

女性
20代

ゲーム（ポケモン、どうぶつの森）、水泳、アイ
ロンビーズ、ナノビーズ、特撮 、

初めまして、しずくと申します。ゲームや特撮など男の子っぽいも
のが好きです。今は漢字検定準一級と一級の合格に向けて勉強し
ています。文通は小学生の時以来で大人になった今でもやってみ
たいと思って文通村にお世話になることとなりました。皆さんから
のお手紙を楽しみに私も丁寧にお返事を書きたいと思います。

mihaneさん
伊勢通り 58番地 2019年10月31日まで

女性
40代

読書、絵本、フラワーアレンジ、英会話、旅行、カフェ、お
寺巡り、音楽、映画、美術、犬

アラフォーの専業主婦です。今はゆっくり仕事を探しているところ
です。手紙を書くのは学生時代以来ですが、またお手紙を書いて
みたいと思い、始めました。とにかく可愛いもの（とくに犬）、き
れいなものが大好きです。それから映画や音楽で感動したり、初
めての場所をおとずれて感動することが生きがいです。よろしくお
願いします。

ゆきさん
かすていら通り 38番地 2019年10月31日まで

女性
30代

写真、野球観戦(ホークス)、文房具、ポストカード収集、食
べること、カフェ巡り、ジム通い等

初めまして！文通初心者ですがお手紙を待ってる時も書いてる時
もわくわく出来るようなご縁が出来たらいいなと思いお試し入村し
ました。日常の事、地域の事、趣味の事等お互いのペースでお話
しませんか？ポストカードでの文通も大歓迎です！※女性の方希
望です。

アリアさん
うつくしま通り 68番地 2019年10月31日まで

女性
20代

アプリゲーム(アイドル系*FGO)､特撮､音楽鑑賞､お
絵描き､天体観測､

はじめまして｡私の好きな分野として 男女問わず2次元アイドルゲー
ム(特に衣装を見るのが好き)､特撮作品､FGOが好きです｡ 趣味で天
体観測やイラストを描いています。 絵を描く方はイラストの交換が
あれば嬉しいです｡ 好きな物が同じ方はお気軽にやり取り出来れ
ばと思います。 日常や身の回りのお話もお待ちしています｡ ※女
性の方のみ募集しています※

こっこさん
お江戸通り 659番地 2019年10月31日まで

女性
20代

ハンドメイド、手帳、シール、料理、読書、写真

ハンドメイド、主にピアスを作るのが大好きです。シールやマステ
を沢山貼った手帳を書くのにもハマっています。お手紙を書きたい
な、と思っていたところ、文通村を見つけて登録しました。素敵な
出会いがあるといいなと楽しみです。よろしくお願いします。

すみれさん
加賀の国通り 42番地 2019年10月31日まで

女性
40代

図書館で読書、空を見上げること、季節の星空、ピアノ、吹
奏楽、動物、お散歩、哲学、カフェ

はじめまして。私はいつもマイペースで、ゆっくりと過ごしていま
す。自然の中にいると穏やかな気持ちになれるので、お出かけも
徒歩で。音楽は演奏するのも聞くのも 好きで、あとコーヒーと甘
いものがあれば 幸せです。 みなさんと楽しいお話ができますよう
に。 どうぞよろしくお願いいたします。
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まちこさん
ピーナッツ通り 86番地 2019年10月31日まで

女性
20代

お絵かき、漫画、ゲーム、料理、スパめぐり

初めましてまちこと言います。 ぎりぎり20代の管理栄養士です。
お絵かき、漫画、ゲーム、料理、スパめぐりなどが趣味です。 文
通に自分で書いた絵なんかも入ると思います。 みなさん是非交流
してください。

ぷっちょさん
お江戸通り 660番地 2019年10月31日まで

女性
20代

ドライブ、映画鑑賞、日本茶、犬、文通、料理

はじめまして。幼い頃からお手紙が大好きです。SNSに
はあまり興味が持てず、お手紙を通して色々な方とやり
取りができたら嬉しいです。景色のいいところ、レトロ
なものも好きです。

すみれさん
六甲通り 227番地 2019年10月31日まで

女性
40代

読書(推理小説など)、文房具、かわいい雑貨、紅
茶

はじめまして。脳腫瘍の手術後、文字を書くリハビリを兼ねて楽し
く文通出来たらと思い申し込みました。本が好きでよく読みます。
あまりジャンルにこだわらず色々読む方ですがミステリーが特に好
きです。可愛い雑貨や文房具も大好きです。色々と不慣れですが
明るく楽しくやり取りしたいと思っております。よろしくお願いしま
す。

ばぁちゃんさん
相模ハマっ子通り 289番地 2020年1月31日まで

女性
30代

ポスクロ 、切手を使う、レタセを買う、音楽を聴く、Netflix、
酒、宇宙を考える

新しいことを始めたいと思い申し込みました☆ 長文は苦
手です… それでも気にせず相手をしてくださる方がいた
らうれしいです☆

ゆっくりさん
古都みやび通り 125番地 2020年1月31日まで

男性
40代

読書、パン作り、アイロン、手話、陶芸、カフェ巡り、山登
り、寺をふくめた歴史のある町巡り

初めまして。 聴覚障害者ですが、多くの方々に支えられていると
いう感謝の気持ちを忘れないよう１日１日を過ごしています。 動
物を相手にした研究を長年させていただき、現在は第２の生活を
過ごさせております。 パン作り専門学校へ通っていたこともあり、
パンへの興味は深いです。 どうぞよろしくおねがいいたします。

とろみさん
うつくしま通り 50番地 2019年10月31日まで

女性
20代

料理、お菓子作り、パン作り、ドライブ、写真、お絵描き、
買い物、映画、音楽、動物、花

実家の農業を手伝いながら主婦してます。お手紙を通し
て老若男女問わず色々なお話ができたら嬉しいです。
よろしくお願いします。

すずさん
六甲通り 229番地 2019年10月31日まで

女性
20代

歩くこと、チェロ、読書

ふとペンで文字を書きたくなって入会してみました。休
みの日はなんとなく雰囲気が気に入った街を黙々と散歩
することが好きです。文通は初めてですが、ゆっくり続
けたいと思っています。


