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第235号

2019年8月31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
40代

北条由成さん
常陸の国通り 71番地

2020年2月29日まで

女性
30代

女性
40代

なおさん
どさんこ通り 214番地

2019年11月30日まで

相模ハマっ子通り 293番地

2019年11月30日まで

イラスト、読書、小説書き、ゲーム、雑貨屋巡り、
将棋、漫画喫茶

裁縫、編み物、アロマテラピー、にゃんこ、ファイヤーキン
グ、コーヒー、紅茶、御朱印
ご無沙汰しておりましたが、文通村に帰ってきました。手書きの文
字や紙が好きです。ザバダックの音楽が好きです。お裁縫はハワ
イアンキルトやパッチワークキルト、ポーチやバッグなどの小物を
作っています。いろいろなお話しができると嬉しいです。よろしく
お願い致します。

ソラさん

既婚女です。小説や絵を書いたり美味しい店を見つけるのが好き
なデブなおばさんです(笑)旦那がいるから男性不可。宗教勧誘も
お断りしています。文通をするならイラスト交換をしてみたいです。
でもイラスト交換が無くても趣味が合えば文通したいです。女性
であれば年齢は10代～40代までok。聖剣、SO、DQ、どうぶつの
森、ジブリ、ルパン三世、雑貨屋や将棋も好きです。

女性
30代

ちぃさん
なにわ通り 320番地

2019年11月30日まで

映画、韓国DVD鑑賞、旅行、温泉、塗り絵、手帖、
紙もの、シール、マステ

音楽、携帯ゲーム、携帯マンガ、100均巡り、マス
テレタセ収集

はじめまして。。40代 独身です。生活の中で楽しみを増やしたく
て登録いたしました。好きな物は にゃんこ 2PM お酒 最近ではジャ
ンクジャーナルに興味を持ち始めました。週2ペースでジムにも通っ
てます。幸せな気持ちで手紙を書きたいです。 よろしくお願いし
ます。

30代 2児のママです。フルタイムで働いています。 昔か
ら文通はしていましたが、長い間お休みしていて、久し
ぶりに文通したくなり募集します マイペースにいろんな
お話ができたら嬉しいです。

女性
30代

あや。さん
うつくしま通り 69番地

2020年2月29日まで

女性
20代

映画、ドラマ、ライブ、味噌ラーメン、ジブリ、ロッ
ツォ、ダイエット
初めまして。30代の独身です。学生時代にやっていた文通が懐か
しくなり、新しい繋がりを作りたくて登録しました！お互いの好き
なこと、日常をお話したいです。今は好きな歌手のライブに行くこ
とと、ロッツォグッズを集めるのが癒しです。よろしくお願いします！

女性
20代

美里さん
お江戸通り 666番地

2019年11月30日まで

ディズニー、読書(マンガも小説も)カフェ巡り、ピ
アノ、クラリネット
初めまして美里です。社会人です。 趣味で楽器をやっています！
ピアノとクラリネットをやっています。また学生の時にカフェでバイ
トをしていたということもあり、色んなカフェを巡るのが好きです！
ディズニーは年に季節ごとに行くくらい好きです！よろしくお願いし
ます＊

星野さん
お江戸通り 665番地

2019年11月30日まで

ゲーム、散歩、お絵かき、同人音楽鑑賞、谷山浩
子、TOKIO、読書（調子の良い時）
任天堂系のゲームが好きで、少しだけフリーゲームやSteamにも
手を出します。創作活動も好きです。 メンタルを患っていますが、
基本的にはポジティブな内容のお手紙を書く所存です。 文通（お
手紙）初心者です。どこか目に余る部分がございましたらご指摘
いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

女性
20代

みーやんさん
六甲通り 232番地

2019年11月30日まで

旅行、美術館、英会話、ミュージカル、ハンドメイド【主に
ポーセラーツ】ポスクロ、映画、読書
はじめまして。保育士をしています。休暇になれば海外旅行を楽
しんでいます。来年はワーキングホリデーでカナダへ渡るつもりで
す。忙しい日々の中でも、ペンを取りお手紙を書く時間を大切にし
たいなと思います。よろしくお願いいたします。
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女性
20代

2019年8月31日

むしむしさん
お江戸通り 667番地

2019年11月30日まで

男性
30代

料理、カフェ巡り、寝ること

江本さん
相模ハマっ子通り 294番地

2020年8月31日まで

女性
30代

みーちるさん
2019年11月30日まで

子育ても一段落。まだまだ心配は尽きないけど とりあえず自分の
やりたい事を優先出来る様になりました。学生の頃にやっていた文
通。ポストに手紙が入っていると とても嬉しかったあの喜びをまた
味わいたいです。色々な方と気楽に色んなお話をしたいです。宜
しくお願いします。

青山 夏海さん
古都みやび通り 126番地

女性
40代

2019年11月30日まで

教員志望の大学4年生です。大学では歴史を勉強しています。手
紙をやり取りしたくても相手がおらず、便箋を買っては溜まってい
くばかりなので、思いきって入村しました。色々な方と会話を楽し
みたいです。 どなたからでも、お手紙お待ちしています。

枝丸さん
信玄通り 20番地

2020年2月28日まで

2020年2月29日まで

読書、映画鑑賞、美術館巡り、温泉、漫画、アニ
メ、バレーボール
枝豆（えだまる）と申します。家族と会社の人としか交流のない毎
日なので、何か始めてみたいと思ったのがきっかけです。 熱中し
ているものは特にないので、オススメを教えてください！今したい
ことは温泉旅行と海外ワーホリです。いろいろな方の考え方を知り、
成長していきたいので、共通の趣味の方だけでなく、みなさんと
手紙を通して交流できることが楽しみです

はるさん
相模ハマっ子通り 295番地

2019年11月30日まで

読書、ゲーム、アニメ、漫画、文房具、ハンドメ
イド（ミニチュアなど）
はじめまして。遠い昔に文通をしていたことをふと思い出し、あの
楽しさをもう一度味わいたいなぁ、とこちらの村へ伺った次第です。
夫とふたり暮らしで、ライトなオタクです。 文字も文章も上手で
はありませんが書くことは好きなので、のんびりやりとりしていた
だけたら嬉しいです。 年齢など問いません。よろしくお願いいたし
ます。

女性
20代

読書、イラスト、旅行、温泉、映画鑑賞、アニメ

女性
20代

阿波の国通り 29番地

初めまして。茜里(あかり)と申します。 マスキングテープやフレー
クシールを用いてお手紙を書きたいなと思っています。また、趣味
やご当地のことなどをお話していきたいです。心温まるやりとりを
していきましょう。宜しくお願い致します(*^^*)

読書、手芸、音楽(ライブ)鑑賞、ペット(猫)、寺社
巡り

女性
20代

茜里さん
カフェ巡り、文房具やキャラクターグッズ集め、コスメ、ファッ
ション、テレビを視聴する事

読書は最近はネット小説が多め。 イラストは落書きレベルですが、
交換できたらとても嬉しいです(*^^*) パソコン素人なのです
が、Officeの便利テクニックとか、javaの便利パーツとか試してみ
るのが好き。

なにわ通り 321番地

2019年11月30日まで

はじめまして。ＳＮＳの時代ですが、手書きの文字のぬくもりが
好きで、文通のお相手を探しています。既婚、子供が三人おりま
す。ど田舎で育ったので、自然が大好きです。また、「知る」こと
が好きなので、男女問わず、若い方から年配の先輩まで幅広い方
と色々なお話しできればと思います。どなたでもお気軽にお手紙
下さいね。

読書、文具集め、イラスト、茶道

女性
50代

茶畑通り 137番地

読書、ドライブ（旅）、機械弄り、農作業、カメラ（写
真）、里山歩き、珈琲、古い物、自然、文具

特にこれといったこだわりはありません。 字が下手なの
で、そこはご了承ください。 日々考えてることや、楽し
く思ったことなど書けたらいいなと思っています。

女性
20代

たつきさん

さのさん
お江戸通り 668番地

2019年11月30日まで

iPadでお絵描き、ホラー小説、スコーン、落語、ボードゲー
ム、女児向けアーケードゲーム
はじめまして。趣味欄に全然書ききれなかったのですが、多趣味
というよりかは多分好奇心旺盛なだけで、面白そうだと思った知ら
ないものはとりあえず知ってみようと思う気質です。ドールやソー
シャルゲームにハマっていた時期もありました。知らないものを知っ
たり、知っている物を違う視点から見た感想を聞くのが好きなので、
是非あなたのお話が聞きたいです。

女性
20代

あみさん
お江戸通り 669番地

2019年11月30日まで

カフェ巡り、カメラ、ピアノ、映画鑑賞、料理、曲
を聴く
初めまして！ あまり手紙を書いたことがなく、興味はあるものの機
会が無いため思い切ってやってみようと入村しました。仕事を始め
て文で相手に伝えることが増えたため練習の為にもたくさんの方と
文通出来たらと思います。よろしくお願いします。
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女性
30代

2019年8月31日

coppeさん
お江戸通り 670番地

2019年11月30日まで

女性
40代

印刷、デザイン、ゲーム、読書、言葉、写真、映
画、彫刻、旅行
浅き多趣味で、国内外のデザイン·フリーペーパー·紙物·切手や風
景印が大好きで、写真はフィルム派です。彫刻や漆を自作したい
ですがなかなか始められません。旦那と旅行やカフェ巡りもします。
年齢性別気にせず互いの趣味の話が出きる方。よろしくお願いしま
す。

女性
10代

ののさん
もみじ饅頭通り 102番地

2019年11月30日まで

きなこさん
六甲通り 233番地

2019年11月30日まで

読書、音楽鑑賞、旅行、スイーツやカフェめぐり
はじめまして。子育て真っ最中の主婦です。 文通を通し
ていろいろな方と知り合えたらなと思い、登録しました。
最近、吹奏楽部の娘の影響で、サックスを習い始めまし
た。よろしくお願いします。

女性
40代

よもぎまいさん
なにわ通り 322番地

2019年11月30日まで

おしゃれ、服、メイク、コスメ、雑貨、紙モノ、マ
ステ、シール、猫、スイーツ、カフェ

紙モノ、マステ、ジャンクジャーナル、多肉植物、
パッチワーク

はじめまして！19歳で専門学生してます(*^^*) 可愛いものが大好
きです( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )いろいろな方と楽しくやり取り出来たら嬉しいです
(*´﹀`*) 初心者ですが、よろしくお願いします⸜(*˙꒳˙*)⸝

紙モノやマステが大好きです。多趣味でいろんなことに興味があ
ります。同じ趣味の方、そうでない方、楽しく文通出来たら嬉しい
です(*´∇｀*) 既婚者で子供が1人います。申し訳ありませんが女
性の方限定でお願いします(^_^;) 100均レタセ、鉛筆や色ペンでも
全く気になりません。ハガキも嬉しいです╰(*´︶`*)╯♡

女性
20代

みきみきさん
彩の国通り 299番地

2019年11月30日まで

女性
20代

海外ドラマ鑑賞、音楽鑑賞、シール集め
わたしは海外ドラマや韓国ドラマや海外映画が大好きです！あと
シール集めが大好きで ロフトなどに行くと必ず買います！ちなみに
食べ物の シールが好きです！ あと、トイ・ストーリーやディズニー
が大好きです！ クレヨンしんちゃんも大好きです！ 周りからよく
天然だねって 言われるけど気にしません！笑 彼氏いるので女性の
方 大歓迎です！

女性
30代

そらとふくさん
しゃちほこ通り 240番地

2019年11月30日まで

女性
50代

ばなばなさん
しゃちほこ通り 242番地

2019年11月30日まで

能楽宝生流、華道池坊、タロットカード、韓国映
画鑑賞、カフェとスイーツ
50代に入り、日本文化を中心に、あれこれ趣味を広げています。
動物が大好きで、チワワやインコたちと暮らしています。お互いの
ペースで、近況報告などの短文でも構いません。気軽に楽しく文
通ができたらと思っています。どうぞよろしくお願い致します。※
女性の方のみ。

常陸の国通り 95番地

2019年11月30日まで

楽器演奏、合唱、カラオケ、読書、フラワーアレ
ンジメント
はじめまして。文通初心者です。病院で音楽療法士をしています。
字を書いたり読んだりするのが好きなので、登録してみました。
同世代の方はもちろん、人生の先輩方とのやりとりもしてみたい
です。よろしくお願いします。

女性
20代

ジャニーズ、動物鑑賞、神社仏閣めぐり
はじめまして。30代の会社員の♀です。仕事は介護をしてま
す！KinKiとNEWSが好きです。 最近山本彩ちゃんにもハマってま
す。 小動物も大好きで、うさぎとハムスターを飼ってます。のん
びり手紙を書く時間が出来たらと思い登録しました。よろしくお願
いします。

はなさん

ぽにまなさん
しゃちほこ通り 241番地

2020年2月29日まで

文通、雑貨屋さん巡り、ショッピング、レタセ切手
シール集め、旅行
25歳♀です♡文通が好きな方、旅行が好きな方(*´³`*) 可愛いもの
が好きです♡海外にも興味あります♡英語は分かりませんが…彼
氏がいるため女性のみでお願いします( .. )たくさんのお手紙お待ち
してます♡

女性
50代

たまりんさん
しゃちほこ通り 243番地

2019年11月30日まで

ドライブ、街歩き、旅行、アウトドア、お昼寝
子どもの頃から、いつでも、どこでも、リアルタイムで正直に、想
いを自由に書き留めておける紙と鉛筆が大好きです。 その延長線
上で、人と繋がれたらなんと楽しいことでしょう！という実に単純
な発想で、文通村を訪問させていただきました。どなたでも、素
直に心を表現してみたい方、ぜひお手紙交換をさせていただきた
いと思っております。どうぞよろしくお願いします。
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女性
30代

2019年8月31日

おかゆさん
伊勢通り 59番地

2020年2月29日まで

女性
30代

女性
20代

ぽんさん
越前通り 20番地

2019年11月30日まで

女性
20代

なずなさん
うつくしま通り 71番地

2019年11月30日まで

女性
20代

女性
30代

はちみつさん
しゃちほこ通り 105番地

2020年2月29日まで

女性
20代

りーめいさん
かぼす通り 32番地

2019年11月30日まで

カラオケ、ライブ、中村倫也、凪のお暇、料理、
水族館、動物、マステ、TWICE
学生時代に文通を少しやっていましたが、久々に誰かと
文字のやり取りをしてみたくて始めました（*＾-＾*）楽
しくやり取り出来たら嬉しいです◡̈⃝︎⋆︎*

相模ハマっ子通り 296番地

2019年11月30日まで

初めましてるりりです。現在仕事で手紙を書くことがあり書いてい
るうちに文通をしたいと思いました。今熱中してることは趣味で書
いてある通り初めたばかりのカメラと手芸、ほのぼのとしたゲーム
とホラー物は怖くてできないので実況を見ています。趣味の話をし
たいと思ったらぜひ文通お願いします。

女性
20代

みっこさん
めんこい通り 52番地

2019年11月30日まで

旅行、ペットと散歩、買い物、写真、筋トレ
動物が好きで、パピヨン(犬)を3匹飼っています＾＾ 他にも猫・亀
も長年飼っていたことがあります。鳥も好きで、いつか大型鳥を飼
いたいと思っています♪ 社会人ですが看護学生をしていて、いずれ
海外に行くために英語も勉強中です‼︎ 遅れるときもありますが、
必ず返信します☆ どんな話題でも構いません、ぜひお話ししましょ
う♡

女性
20代

ピアノ、塗り絵、風景印、無印良品、ゴルフ、ハ
ムスター、どうぶつの森
初めまして。夫と二人暮らしの主婦です。ハムスターを飼っていま
す！文通は１人の友人と１０年程していますが、他の方ともアナ
ログな繋がりを持ちたくて入村しました！趣味が同じ方はもちろん、
趣味や生活が違う方とも話してみたいので気軽にお便りください！
ポストカードでの文通も歓迎です！

るりりさん
手芸、カメラ、ゲーム、ゲーム実況鑑賞等

読書、お手紙、コスメ、メイク、Disney、お酒、
文具、マリカ、音楽、マステ
はじめまして。今1番好きなのはコスメ集めです。最近最推しと同
棲をし始めました。毒親持ち。毒親の愚痴とか話せると気楽。本
は進撃の巨人や三浦しをん先生が1番好きです。音楽はRevoさん、
backnumber、ヒプマイ。文具交換もしたいです。マステとか紙
モノ。

2020年2月29日まで

日頃きちんと文字を書く機会が少ないと思い立ち、入村しました。
趣味や日常のできごとや日々思うことなど、年代性別を問わず楽
しくお話できたら嬉しいです。 漫画は自分でも描きたいと思ってい
ます。アニメはファンタジー、読書はフィクション、旅行は海外が
特に好きですが、国内も捨て難し。 英語を使う仕事をしています。
今年の目標はミニマルな生活ですが三日坊主。

写真、旅行、読書、食べ歩き、漫画
はじめまして！ 手紙を通して色々な方とお話ししたいと思っており
ます。趣味の話ができるといいなと思っています♪ 文字はあまり綺
麗に書けないのですが、心を込めて書きますのでどうぞよろしくお
ねがいします！

彩の国通り 300番地

漫画、アニメ、読書、フットサル、旅行

映画(特にジブリ、ディズニー)、ベリーダンス、ゲー
ム(Switch)、ドライブ、旅行
初めまして。以前から、『手紙を書きたい！』と言う気持ちが忘れ
られず、何かないかなと探していたところ、こちらを見つけました。
手紙を書くのはおそらく小学生の頃以来ですが、ポストに私宛の封
筒があると嬉しくてわくわくしたのを覚えています。物心ついたと
きにはもう、携帯やスマホを持っていましたので、もう一度わくわ
くできたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

波留さん

なたでこコさん
彩の国通り 301番地

2019年11月30日まで

買い物、音楽鑑賞、カラオケ、スマホゲーム、す
みっコぐらし、ジャニーズ
はじめまして。精神障がいと発達障がいがあり、就労支援B型事業
所に通っています。最近はすみっコぐらしが大好きです。普段はス
マホゲームをしたり、買い物に出かけたりしています。体調不良
などあるかもしれませんが、よろしくお願いします。

女性
20代

かなださん
彩の国通り 302番地

2019年11月30日まで

読書、映画鑑賞、スポーツ、編み物、特撮
戦隊ヒーロー、平成・令和仮面ライダーが好きです。ニ
チアサを趣味の中心に据え、スポーツや手芸などに挑戦
しています。仕事は介護福祉士として働いてます。のん
びりと、日々のことを楽しくお話ししたいです。
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第235号
女性
40代

2019年8月31日

くろごまさん
相模ハマっ子通り 297番地

2019年11月30日まで

女性
40代

はなうた（旧：いなと）さん
きびだんご通り 76番地

2019年11月30日まで

本、映画、海外ドラマ、手芸、刺繡、お菓子作り、
ペン習字

ハンドメイド、紙モノ集め、手帳、らくがき、雑貨
屋さん、音楽聴くこと

夫とシーズー犬２匹と暮らしています。在宅で会計の仕事をしてい
ます。切手やレターセットを集めるのが好きです。絵手紙にも興味
があります。趣味の世界を広げたいと思って入会しました。どうぞ
よろしくお願い致します。

レターセットにマスキングテープ。嬉しくなって、ついつい書いて
しまうお手紙。以前から文通村が気になってました。私は40代の
女性です。手帳に落書きしたり、日々のことを徒然書いたりしてい
ます。ゆっくりのんびり、文通しませんか？お手紙お待ちしていま
す。よろしくお願いします

女性
20代

ゆりさん
彩の国通り 303番地

2020年2月29日まで

女性
30代

旅行、御朱印巡り、サックス、お笑い、猫、音楽、
散歩 、映画、グルメ旅、自転車
初めまして！文通を通して色んな方々と交流できたらいいなと思い
入会しました。幅広い方々と交流をして行きたいので、趣味・地域・
年齢・性別問わずお便りお待ちしてます！ 文通を通じていろいろ
な方の考え方を知り、成長していきたいです。よろしくお願いしま
す！

女性
30代

ぐっちゃんさん
彩の国通り 304番地

2020年2月29日まで

アニメ、漫画、ゲーム、ドライブ、映画鑑賞、読
書、音楽
はじめまして。アニメや漫画、ゲームが好きなインドアですが、ド
ライブだけは別物。上記以外の趣味もありますが、広く浅くな感じ
です。趣味・年齢・性別に関わらず、交流をさせて頂けたらと思っ
ています。よろしくお願い致します。

女性
60代

タッチさん
相模ハマっ子通り 286番地

2019年11月30日まで

野菜作り、ハイキング、読書、お花観賞
こんにちはーはじめまして、わたしは若き時文通をしてました。月
日がたち、又、手書きの良さの手紙のやり取りがしたいと思うよ
うになりました。手紙を書きながら、字もすこしでも上達し、
日々の生活に手紙で、豊かな気持ちがもてるように過ごせたらと
思います。よろしくお願い致します。

のりさん
上州三山通り 70番地

2020年2月29日まで

手帳、切手、紙モノ、文房具、マステ、読書、カ
フェ巡り、珈琲、料理、猫
学生時代にやっていた文通が懐しくなり、以前から気になっていた
文通村に入村しました。医療関係の仕事をしていますが、近々産
休に入ります。同じ趣味・職種以外の方とも、趣味や仕事、日常
のことなど、様々なお話をして世界を広げたいなと思っています。
よろしくお願い致します。

男性
40代

まさとさん
彩の国通り 305番地

2020年2月29日まで

テニス、読書、詩作
はじめまして。文通は、20数年ほど前からやっていまし
たが、ここ最近になって、また手紙のやり取りをしたい
なぁと思いました。いろんな方といろんな話をしたいで
す。よろしくお願いします。

