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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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香織さん
彩の国通り 127番地 2020年2月15日まで

女性
30代

読書、カフェ、散策、茶道、海外旅行記や紀行番
組で擬似旅行、美容＆健康

はじめまして。文通ならではの、ゆったりした交流が好きで入会し
ました。お手紙の長さや種類にこだわらず、自由にやり取りしてい
きたいと思っています。幅広い方々とお話していきたいので、趣味
や地域問わず、お便りお待ちしております。末永く文通できる方
に出会えると嬉しいです。よろしくお願いします。

くまこさん
ちょるる通り 34番地 2019年11月15日まで

女性
20代

散歩､YouTube､音楽

25歳独身(今年26です!)です*´꒳` 趣味はのんびりすることです( ᐢ.
̫ .ᐢ )笑 誰かとゆっくりのんびり文通交換出来たら楽しいだろうなあ
と思って登録してみました！ 何気ない日常とかを誰かとお手紙を交
換して笑顔になれたら幸せだなあと思います。

ななかまどさん
越後通り 57番地 2019年11月15日まで

女性
40代

登山、カフェ巡り

楽しくお手紙でお話ができたらなと申し込みました。 趣味は山登り
ですが、今は子育てでなかなか山に行けず一人になる時間が出来
ると、カフェに行ったりドライブに行ったりしています。道の駅が何
気に好きです…笑。 毎日が追われるように過ぎて、ゆっくり自分
と向き合う事がないので、手紙を通してお話し出来たらいいなと思
います。下手な文章かと思いますが宜しくお願いします。

芽生えさん
六甲通り 169番地 2019年11月15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。

あいさん
お江戸通り 533番地 2019年11月15日まで

女性
20代

にゃんこを愛でること、読書

手紙への好奇心と手書き文字の練習で始めてみることに
しました。趣味は少ないのですが様々なお話を読めれば
と思います。会話が苦手なので手紙で人と繋がれたら嬉
しいです。良いご縁がありますように。

ルフナさん
さぬき通り 39番地 2020年2月15日まで

女性
30代

ディズニー、スイーツ、スタバ、文具、マステ、ハンドメイ
ド、読書(小説、マンガ)、旅行

元気いっぱいの女の子(2歳)を持つ1児のママです。同じくらいのお
子さんを持つママさん、子どもの話が好きな方、趣味が合う方と
楽しくお話出来ればいいなぁっと思っています！可愛いもの、美味
しいもの、楽しいコトが大好きです。素敵なご縁がありますように。

るりさん
ピーナッツ通り 182番地 2020年2月15日まで

女性
20代

旅行、読書、写真、文通、音楽を聴くこと

初めまして☺︎2歳の娘がいる専業主婦です。 ディズニーが大好
き♡娘と毎日のようにディズニーのDVDを観たり絵本を読んだりし
ています。 趣味や年齢問わずたくさんの方とお話したいです！よ
ろしくお願いします◡̈♥︎

あいっちさん
杜の都通り 108番地 2019年11月15日まで

女性
30代

スマホゲーム FFオペラムニア、ペン集め（限定
ジェットストリーム)

■離婚歴あり、現在再婚（4世代同居） ■子供4人　内2人実家
（別居） ■フルタイム正社員 ■旦那が外で働く人（現場系）→毎
日お弁当しんど ◇美文字　→通信学び中 FP2級勉強中 参考までに
子供の年齢 中3、小6女の子と3歳2歳の男の子あり。 出来ればど
れか一つでも共通点のある方がいいです。 宜しくお願い致します。
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阿東うきさん
古都みやび通り 124番地 2020年2月15日まで

女性
30代

文具、ゲーム、YouTube、生き物全般、映画やア
ニメ、イラスト、詩

まったりした交流が出来る文通が好きで、色んな方と交流したく入
会しました。休みの日は文具屋さんによく出没し、仕事の日はゲー
ムやYouTubeの動画、飼っている鳥達に癒される日々を過ごして
ます。創作、二次問わずイラストや詩などを描くのも好きです。
気軽に絡んで下されば嬉しいです(о´v`о)

ゆきうさぎさん
お江戸通り 661番地 2019年11月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、お散歩、コーヒー

普段はPCを使ったデスクワークで、文字を書くことからすっかり遠
ざかっていましたが、小説にでてきた手紙でのやりとりに憧れて、
思い切って入村することにしました。 日常の些細なこと、趣味のこ
と、手紙を通じていろいろな方とお話できたら嬉しいです。 どうぞ
よろしくお願いいたします。

りんさん
茶畑通り 136番地 2019年11月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、可愛い物集め、神社仏閣めぐり、ウクレレ、歌
を歌う、読書、舞台鑑賞、アニメ、猫

はじめまして、りんと申します。 神社仏閣、おみくじ、手ぬぐい、
陶器、クリームソーダ、横溝正史の小説、梅酒、好きな物がたく
さんあります。同じものが好きな方とも、そうでない方とも、やり
とりできたらいいなぁと思っています。文通は経験がありません。
字も文章も拙いですが、それでも大丈夫だよ！といってくださる方、
ぜひよろしくお願い致します＾＾

ぽちさん
なにわ通り 316番地 2019年11月15日まで

男性
30代

園芸、料理、旅行、パソコン、宝石収集

知らない場所に行って珍しい物を集めたりするのが好き
です。 最近だと高知県に行って鰹を食べました。 宜しく
お願いします。

もんにゃんさん
きびだんご通り 74番地 2020年2月15日まで

女性
50代

ドライブ、猫と遊ぶ、

初めまして　動物が大好きで家には犬と猫がいます　ヨ
ガなど健康のことに興味があり色々教えて頂きたいです
年齢は問いませんどなたとも手紙のやり取りを楽しみた
いです　よろしくお願いします

ゆきんこさん
とちおとめ通り 83番地 2019年11月15日まで

女性
20代

動物鑑賞、アニメや漫画、ネットでの小説読みな
ど

以前から文通がしたくて、応募しました。気軽に文通が
できれば幸いです。よろしくお願いします。

ちっちさん
砂丘通り 20番地 2020年2月15日まで

女性
20代

読書、カメラ、料理、お菓子作り、美味しいもの、
旅行、手芸、万年筆

初めまして。既婚・子なしの主婦です。 転勤族なので全国に文通
仲間を作りたいと思い入会しました。 読書は小説と漫画のどちらも
よく読みます。 料理やお菓子作りが好きで、美味しいものを食べ
るのが好きです。 最近はカメラを始めました。 様々な方と長くお
付き合いできればと思っていますので、よろしくお願いします。

ばーばらさん
六甲通り 231番地 2019年11月15日まで

女性
40代

山歩き、ロードバイク、ウォーキング、英語学習、
切り絵、漢詩を学ぶ、映画鑑賞、読書

はじめまして。ばーばらです。 休みには山に行ったり、自転車に
乗ったりしています。プライベートを充実させることで、仕事も楽
しくなってくるように感じています。川べり散歩と英語学習を
日々のルーティーンとしており、五感を働かせ感性豊かに生きたい、
そう思っています。 あなた様と便りを通じて、交流させて頂くのを
心待にしています。

おいもさん
六甲通り 28番地 2019年11月15日まで

女性
30代

映画、万年筆、紙もの集め、オカルト、ミステ
リー、紅茶、

久々に入村しました。映画(主に洋画、ホラー、特撮など。ラブド
ラマは苦手)を見るのが趣味で、目指せ年間100本！オカルトやミ
ステリーも好き。紙もの集めが好きで、紅茶を飲みながら万年筆
を使って文字を書くのが好き。趣味と言えるほどでは無いですが読
書も好きでした(最近読めてないのでおすすめあれば教えてくださ
い)。猫4匹と暮らしています。

ともさん
お江戸通り 662番地 2020年2月15日まで

女性
30代

日記（手帳）、読書（絵本）、レターセット・切手集め、筋
トレ、整理収納、カフェでのんびり

１歳と３歳の兄弟を育てる母ちゃんで、外資系営業をやってる社会
人です。育児や仕事でめまぐるしく過ごす日々の中に、ママ友や
会社の人以外の方と、ゆっくりとした心穏やかな時間を持ちたいと
思って入会しました。子どもの話が苦手でなければ、年齢性別問
いません。新たなことを知る機会も減ってきたので、色々教えて欲
しいです。素敵な出会いがありますように＾＾



第234号 2019年8月15日
　　4

たらこさん
めんこい通り 51番地 2019年11月15日まで

女性
30代

ポケモン/紙もの/ディズニー/ファッション

初めまして。 8歳の男の子のママしてます。最近は息子の影響で
ポケモンにはまって色々集めています♪ ファッションも大好きです！
久々に文通してみたいなと思って登録しました。色んな話できる方、
お友達になってください。

まきさん
どさんこ通り 212番地 2019年11月15日まで

女性
40代

スポーツ観戦（プロ野球等）、YouTube動画鑑賞

はじめまして。 スポーツ観戦、特にプロ野球が好きで、応援して
いるチームは埼玉西武ライオンズです。 YouTubeでは毎
日QuizKnockの動画を繰り返し観ています。 最近御朱印集めを始
めました。 当方は独身で子供もおりませんが、相手様の既婚未婚
やお子様の有無は問いません。 楽しく色々なお話が出来ればと思
います。 宜しくお願い致します。

木のてっぺんさん
ちゅら海通り 4番地 2020年2月15日まで

男性
50代

文庫小説、映画・音楽・風景鑑賞、軽い運動、ドラ
イブ、畑初心者、ガーデニング初心者

こんにちは、はじめまして。 「朝は考え、昼は働き、夜は寝る」と
いう生活に憧れる50歳を過ぎた男、一軒家で気ままな一人暮らし
をしています。 宗教や思想、政治の話は苦手です。 仕事などのガッ
チリした話よりも、抽象的な話が好きです。もちろん趣味の話
もOK。 障害のありなし全然気にしません。 様々な方といろいろな
お話ができることを期待します。

さっっちゃんさん
さるぼぼ通り 56番地 2019年11月15日まで

女性
30代

ファッション、カラオケ、バスケ鑑賞、漫画

はじめまして。独身で看護師をしていて、毎日楽しく慌ただしく生
活しています。何か続けられるものが欲しくて文通を始めました。
性別年齢問わず、色んなお話をしてくださる方と文通出来たら嬉し
いです。お悩みや愚痴でもどんとこいです！よろしくお願いします！

ぞんびチョコレートさん
お江戸通り 663番地 2019年11月15日まで

女性
30代

食べたいもの食べに行くこと、手抜き家庭料理作り、
アニメ、

メールやSNSが発達したこの時代ですが、手紙を書くことが好きな
ので手紙を通して交流の輪を広げたいです。年代性別問わず、新
しいお友達を作りたいです。共通の趣味がなくてもお互いを知り合
い理解を深めて行けば良き友人になれると考えています。

ゆかりさん
相模ハマっ子通り 290番地 2020年2月15日まで

女性
20代

旅行、美術館巡り、ポルトガル、語学、バレエ、
読書

はじめまして。スイーツが大好きでチョコレートショップでバイトし
ています。趣味、性別、年齢に関わらず普段の生活でお会いでき
ない様々な方と手紙を通して交流したいと思っているので宜しくお
願いします！海外旅行が趣味で、ポルトガルに住んでいたことも
あるので海外に興味がある方、お手紙下さると嬉しいです。

あこさん
相模ハマっ子通り 291番地 2019年11月15日まで

女性
40代

文通、映画鑑賞、音楽鑑賞、カラオケ、紙モノ系、
レタセ、サンリオ、ディズニー

40代で既婚です。福祉系でパート勤めしています。子供が1人いま
すが、もう大きいので手が離れています。あまり話題には出しま
せんが、音楽は特にXJAPAN、Queenが好きです(*^_^*)ディズニー
やサンリオキャラ好きです^_^ 色々な人と出会い、文通でお話しし
ていけたらと思います。 よろしくお願いします^_^

むろさやさん
とちおとめ通り 26番地 2019年11月15日まで

女性
30代

読書、旅行、犬、爬虫類、カフェ巡り

はじめまして、むろさやといいます。 趣味が合う方とお
手紙のやり取りをしたいです。 よろしくお願いします！

あずきさん
なにわ通り 317番地 2020年2月15日まで

女性
50代

ミュージカル鑑賞、音楽鑑賞、読書、温泉、海外
ドラマ、動物

昔よく文通してたのを思い出し、たわいないことをやり
取りしたくなって登録してみました。最近のささやかな
楽しみは文具店で可愛い物を物色することです。女性限
定でよろしくお願いします。

双葉さん
しゃちほこ通り 239番地 2020年2月15日まで

女性
20代

アニメ、ゲーム、漫画、映画、音楽、ハンドメイド、イラス
ト、写真、紅茶、ダーツ、カラオケ

お互いのペースでまったりとやり取りしませんか。 元から文通が好
きなのですが、最近文通をしなくなってしまったので、また筆を執
りたくなりました。 色々なことを、色々な人と、色々な視点でお話
できたら嬉しいです。性別・年齢問いません。お手紙いただけると
嬉しいです。
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ようこさん
いよかん通り 39番地 2019年11月15日まで

女性
40代

読書、キャンプ(冬季限定・初心者)、映画観賞、

夫と犬、2人と1匹で暮らしています。学生の頃に文通していたこと
を思い出し、また手紙のやり取りがしてみたいな…と思い、文通
村へやってきました。本を読むことが好きです。主に小説を読みま
す。文房具が好きで、ペン、シール、マステetc…見ると買ってし
まいます。楽しく手紙のやり取りが出来ればいいなと思っています。
宜しくお願いします。

ゆかさん
めんこい通り 4番地 2020年8月15日まで

女性
30代

文通、読書、懸賞、スマホゲーム、YouTube、刺
し子、塗り絵

独身です。年齢問わず女性の方と文通したいです。精神科に通っ
ていますが基本明るいです。日々の出来事や楽しいお話、色々し
たいです。お返事はその時々によってスローペースになりますの
でご了承下さい。くまのプーさんなどのくまのキャラクター、ミッ
フィー、ポケモン、しかるねこが好きです。

さえさん
なにわ通り 318番地 2019年11月15日まで

女性
20代

カラオケ、ビリヤード、お買い物、読書

次の春から新社会人です

れいこさん
ちゅら海通り 47番地 2019年11月15日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞、美術館巡り、お酒

ゆったりとのんびりとお話ししたいと思ってます。どうぞ
よろしくお願います。

こみさん
どんたく通り 166番地 2020年2月15日まで

女性
30代

旅行、ドライブ、アート、書道、カメラ、美術館、神社仏閣、
映画、音楽、ライブ、歌舞伎

ネットで「文通」の文字を見かけ、昔少しだけやっていたことを思
い出し、懐かしくなりました。一人暮らしの仕事中心の生活で、何
か新しいことをしたいなと思い、入村してみました。趣味は浅く広
めですが、カメラ片手に遠出したり、ライブ（ポルノやバンプなど）
に行ったりすることが好きです。お手紙を書くこと、楽しみにして
おります。よろしくお願いします。

ゆりあさん
どんたく通り 167番地 2019年11月15日まで

女性
40代

ハンドメイド、海外ドラマ、映画、マンガ、多肉植物、観葉
植物、コーヒー、料理、メイク

はじめまして。文房具が昔から好きだった私は、小中学生の頃に
文通していたのを思い出し、懐かしくなり登録しました。最近は手
書きの文字をなかなか書く機会がなくなったので、丁寧な文字でお
返事を綴りたいと思います。仕事と子育てもしていますが、趣味の
一つとして文通を始めたいと思っています。

るぅさん
彩の国通り 295番地 2020年2月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、観劇、美術館、博物館、御朱印集め、
アニメ、ゲーム、文房具

はじめまして。文通初心者です。万年筆を購入し、インクも集め
始めたので文通に挑戦しようと思い登録しました。レターセットや
マステも好きです。 ゲームは刀剣乱舞とFGO、アイナナをプレイ
中。 2.5次元を含めたミュージカルやお芝居を観るのが好きで、声
優さんや俳優さんを応援しています。 ポストカードや一筆箋も歓
迎です！

みちるさん
さがん通り 24番地 2019年11月15日まで

女性
40代

ＤVＤ鑑賞、カフェ巡り、食べ歩き、雑貨集め、サッ
カー観戦

初めまして。40代の主婦です。子供は２人います。文通は、学生
の頃にやっていて懐かしくて入会しました。お互いのペースでいろ
んな話が出来たらいいなと思ってます。出来れば同世代の方希望
です。よろしくお願いします。

すずさん
杜の都通り 109番地 2020年2月15日まで

女性
20代

ディズニー、劇団四季、音楽、旅行、カラオケ、
文房具、星野源

27歳会社員、女性、現在一人暮らしです。 手紙や文房具が大好き
で、文通に興味を持ちました！ 大人になってからの文通ってどんな
かんじかな？とワクワクしています。 たくさんの方と交流して視野
を広げたいなと思っているので、年代や性別は問いません。お手
紙いただいた方には返信したいと思っています。気軽にお手紙交換
しましょう♪

ぽぷぴかさん
彩の国通り 296番地 2020年2月15日まで

女性
30代

読書、ミュージカル鑑賞、刺繍、映画鑑賞、手帳
作り、犬、国内旅行、博物館巡り、散歩

こんにちは。夫と二人暮らしの主婦です。転勤族の夫に付いて地
元を離れましたが、日頃あまり人と関わる機会が少ないため、
日々の感じたことや近況をお話しできたらと思っています。不器用
ですが刺繍や布小物作りが好きです。ミュージカルや宝塚が好き
でたまにふらりと観に行ったりしています。文通初心者ですが、楽
しく無理せずお話しができたらと思います。よろしくお願いします。
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あささん
信濃通り 90番地 2019年11月15日まで

女性
30代

読書.ピラティス.旅行.お料理

人生に出会える人は何人いるんだろう。と最近よく考えます。楽し
いことをしたい。自分の心に素直に生きていたいと思っています。
色々な方と色々なお話がしたいと思い入村しました。楽しみです。
よろしくお願いします。

ぺっしゅさん
相模ハマっ子通り 292番地 2019年11月15日まで

女性
40代

映画鑑賞、読書、一人旅、音楽鑑賞、美術鑑賞な
ど

こんにちは。SNSも一通り試してやっぱりアナログが好きと再確認
しちゃった今日この頃です。映画はヨーロッパものや好きな監督、
俳優でチョイス。旅はもっぱら海外。趣味のことや日常の楽しみな
んかを文通できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

カピバラさん
彩の国通り 297番地 2019年11月15日まで

女性
40代

洋裁、フリマアプリ、懸賞のハガキ書き、 コスメ、
ダイエット

40代のパート主婦です。大学生と高校生の２人の子供がいます。
小さい頃文通した経験があります。最近はデパコスやプチプラコ
スメを試したり、 ダイエットに興味あります。 いろんな県の方と知
り合いになって、 その土地の人しか知らない情報など聞けたら、
嬉しいです。

ちゃるさん
きびだんご通り 75番地 2020年2月15日まで

女性
20代

読書（小説も漫画も）、映画鑑賞、お絵かき、ハ
ンドメイド、御朱印集め

初めまして、ちゃるといいます。 お手紙を書いていた頃が懐かしく、
また書きたくなり入村しました。といっても、ほぼ初心者です（苦
笑） 趣味は上記以外にもあるのですが、浅く広くといった気がしま
す。 色々な方とお話できたらいいなと思っています。 デジタルで
は味わえない、お手紙ならではの楽しみを一緒に経験したいなと
思います。 どうぞ、宜しくお願いします。

あまがえるさん
どさんこ通り 213番地 2020年2月15日まで

女性
30代

映画観賞、英語、音楽、仕事がすき

はじめまして。大昔に文通をしていました。ふと思い立って、検索
をして文通村にたどり着きました。 ワークライフバランスの時代を
逆行して、仕事大好き人間です。でもゆっくりスロウなアナログも
好きです♪ よろしくお願いします。

KOKO.Hさん
桜島通り 43番地 2019年11月15日まで

女性
50代

料理、園芸、読書、映画・演劇・スポーツ・陶磁器・
美術鑑賞、旅行

昨今書類以外字を書くことがなく、大事な能力が失われることを危
惧しています。旅行の際は茶葉、紅茶葉、オーガニックな味噌を
集めて楽しんでいますが、周囲に共感してくれる人がおらず寂しさ
を感じています。残りの人生は好きなもの、美しいものだけに接
していたいと夢見ています。

幸作（こうさく）さん
お江戸通り 644番地 2019年11月15日まで

男性
40代

読書、縁結びの神社仏閣巡り、カフェ巡り、アニメ
特撮

ガンダムや80年代～90年代のロボットアニメが好きです。
また台湾ドラマや韓国ドラマも好きです。懐かしいアニ
メの話ができたら良いなと思います。よろしくお願いし
ます。


