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第236号

2019年9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。

女性
50代

ももさん
お江戸通り 237番地

2019年12月15日まで

女性
40代

読むこと、書くこと、歩くこと、歌うこと、観ること、
作ること
便利な時代になっても、やっぱり文通が好きです。心あ
たたまる交流が懐かしく、再入村しました。 他愛ないこ
と、深いこと、色々おしゃべりできれば嬉しいです。

女性
30代

リサさん
彩の国通り 264番地

2020年3月15日まで

男性
30代

てつさん
信玄通り 21番地

2019年12月15日まで

相模ハマっ子通り 234番地

2020年3月15日まで

海外ドラマ鑑賞、細切れ読書、子供と一緒にアニ
メを見る
夫と小、中、高の子供3人の5人家族です。 バタバタした日常です
が文通を通して自分の知らない世界の方と色々お話しできたらと、
思います。 ちなみにペンネームは私の好きな果物なんですが、23
号ではなく28号でした（笑） どうぞよろしくお願いします！

女性
20代

マステ、Postcrossing、ご当地フォルムカード、漫
画、ゲーム
こんにちは。１度退会をしましたが仕事が落ち着いたため、再度
入村させていただきました！刀剣乱舞、進撃の巨人、90年代V系
が大好きです。最近は風景印にも興味があるので、もし交換等が
出来たら…と思っています。日常のことや好きなことなど、お互い
のペースでやりとり出来たら嬉しいです！

愛果23号さん

えみちさん
さがん通り 23番地

2019年12月15日まで

文通、映画鑑賞(ホラー、アクション、SF、ミステ
リー)、雑貨集め、温泉
はじめまして、 文通を10年程している20代女性です。 素敵な文友
さんがいらっしゃるのですが、沢山の方々とお話をしたい、好きな
もののお話の共有等したいと思い登録しました♪少しでも興味を持っ
てくださる方いたらお手紙待ってます✩.*˚

男性
60代

しろうさん
もみじ饅頭通り 104番地

2020年3月15日まで

スイミング、サイクリング、ランニング、読書、音
楽鑑賞、ラジオを聴くこと

読書、音楽、美術鑑賞、バドミントン、ゴルフ、バイクツー
リング、温泉、居酒屋、散歩、等

文通初心者です。ひょんなことから入会することにしま
した。私と妻と三人の息子の五人で暮らしています。せ
わしい毎日ですが、たまにはゆっくり手紙を書いたり読
んだりできたらいいなあと思っております。

８年余り前に転勤で当地へ。会社以外でも趣味等を通じて人間関
係はある程度できましたが、落ち着いて話をする関係となると、ま
た別。そこで手紙という媒体に挑戦しようと。電子メールの時代、
手紙は不調法且つ文通未経験者。その点ご理解頂ける方、宜しく
お願いします。当方、既にこども達はそれぞれ家庭をもって独立。
私は当地が気に入りそのローカル色を楽しみつつ生活しています。

男性
40代

二月の空さん
越後通り 82番地

2019年12月15日まで

万年筆、フィルムカメラ、ジョギング、コーヒー
10年ほど前に万年筆を手にして書くことの楽しさを知りました。息
子二人の父です。相手を思いながら、お気に入りのペンとインク、
便箋で手紙を書く時間はとても贅沢な時間だと思います。いろんな
方と交流出来たらと思います。よろしくお願いします。

女性
30代

よつはさん
お江戸通り 672番地

2019年12月15日まで

読書、映画鑑賞、ネイル、プラネタリウム、カラ
オケ
読書が大好きです。サスペンスやファンタジーが特に好きです。子
どもが小さいので中々時間が作れませんが映画鑑賞や最近は1人
でプラネタリウムも見に行ったりしています。ネイルサロンで働い
ているのでネイルをするのも好きです。元々手紙を書くことや年賀
状を書くことが好きで、こちらを利用してみようと思いました。ぜ
ひよろしくお願いいたします！
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第236号
女性
40代

2019年9月15日

サリーさん
茶畑通り 139番地

2020年3月15日まで

女性
30代

カフェ巡り

ふしふしさん
かぼす通り 33番地

2019年12月15日まで

はじめまして。結婚して約1年のアラサー主婦です。仕事は会社の
受付事務をしております。1歳の♀の猫ちゃんと旦那さんと暮らして
おります。 文通は子どもの頃に友達としたのが遠い記憶ですが、
たくさんの方とお話してみたいと思っております。よろしくお願い
致します。

みみさん
しゃちほこ通り 246番地

男性
20代

2019年12月15日まで

どさんこ通り 215番地

2020年3月15日まで

はじめまして！20代の大学生です。新たに趣味を増やそうと思い、
文通を始めました。最近心に残った物事は「ノルウェイの森」、「男
はつらいよ」、「日常系YouTuber(大学生)」です。また、右も左も
分かりませんが、最近Excelの勉強を始めました。よろしくお願い
します！

女性
20代

さんごさん
古都みやび通り 127番地

2019年12月15日まで

音楽、ウォーキング、絵を描く、手帳、文房具、紙
もの、手芸、編み物

秘密

初めまして。毎日スマホでのやり取りをする中、お手紙のあたた
かみをふと思い出し、もう一度文通をしてみたいと思い入村しまし
た。家でのんびりすることが好きなインドア派です。でも趣味は
割と「浅く広く」なタイプなので、色々なお話ができれば嬉しいで
す。心をこめてお返事書かせていただきますので、よろしくお願い
します。

てんてんさん
きびだんご通り 77番地

2019年12月15日まで

女性
20代

絵画鑑賞、美術館巡り、読書、文具・万年筆・原稿
用紙収集、海外ドラマ・映画鑑賞
文通は中学生の頃以来です。文具や万年筆、紙が好き
です。デジタルよりもアナログを大切したいと思ってい
ます。小説や映画では英国のもの、絵画は印象派が好
きです。どうぞよろしくお願いいたします。

女性
20代

新緑さん
読書、映画鑑賞、旅行、ロードバイク、YouTube

秘密

女性
40代

2019年12月15日まで

小学生の頃から手紙を書く事が大好きで、今でもそれは
変わりません。手紙を通じて色んな事、書きたいです。

ウィンドーショッピング、猫、エレクトーン、文房具
屋めぐり

女性
20代

茶畑通り 140番地

King & Prince、韓国ドラマ、少女漫画、DVD鑑賞

初めまして。小さい頃からお手紙を書いたり文通が好きでした。こ
の歳になり、電子メールやSNSでは無い 手紙ならではのワクワク
感や繋がる楽しみをしたく入村しました。 性別世代と関係なく、何
気ない日常をお話できたらと思っております。 手話サークルへ通っ
たり、いろいろな写真を撮ったり、誘われて登山や映画に行ったり
もしています。 よろしくお願いいたします。

女性
20代

あつみんさん

あんこちゃんさん
お江戸通り 673番地

2019年12月15日まで

妙子さん
なにわ通り 324番地

2019年12月15日まで

読書、映画鑑賞、歌舞伎鑑賞、長風呂、猫と戯れ
ること
竹久夢二の『文より』という題名の大変可愛らしい詩がありま
す。" 『郵便箱を 自分で明けにゆく習ひに なりました』と 文にあり。
" 手紙が届いてはいないかとポストを見にゆく時の胸の高鳴り、そ
してポストに手紙を見つけた時のあの弾む心。 何もかも知らない
者同士が、文と文とだけで繋がることが出来たらどんなに素敵だろ
うと思います。素敵なご縁がありますように。

女性
20代

みなもさん
どさんこ通り 216番地

2020年3月15日まで

推理小説、カフェ、小さい子と遊ぶ、料理、ウクレレ、散歩、
シール、便箋、マステ、ディズニー

読書（小説、エッセイ）、喫茶店巡り、バードウォッ
チング、写真撮影、散歩

初めまして、あんこちゃんと申します。最近万年筆を買ったのがきっ
かけで文通に目覚めました。お手紙やはがきのやりとりで色んな
年代の方とお話出来たら嬉しいです！小さい子が好きなので、お
子さんやお孫さんの面白かったり可愛かったりする出来事をちょろ
ちょろっと教えてくださると喜びます。また、ミステリが好きなの
でお勧めがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いします！

はじめまして！普段は事務の仕事をしています。自然や生き物が
好きで、最近写真を撮り始めました。手紙を通して、季節の移ろ
いや日常の何気ない出来事などをやりとりできれば素敵だと思い
ます。趣味の合う方とも合わない方とも、色々お話できると嬉しい
です！
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女性
30代

2019年9月15日

かなさん
相模ハマっ子通り 298番地

2019年12月15日まで

女性
30代

映画、海外ドラマ、カフェ巡り、雑貨屋さん巡り、占い、す
みっコぐらし、ミッフィー、ムーミン
はじめまして♪かなと申します(*´ω｀*) 可愛いレターセットやシー
ルを集めるのが好きです♡使う機会がなかったので文通村をはじ
めました♪笑 文章には自信ありませんが、楽しいお話ができたら嬉
しいです♡ 映画や海外ドラマを見ることにハマっています♡ あな
たの趣味の話もいろいろ聞かせてください♪ よろしくお願いしま
す(∩´∀`∩)

女性
30代

おもちさん
越後通り 83番地

2019年12月15日まで

女性
30代

まいはまさん
お江戸通り 674番地

2020年3月15日まで

女性
20代

ゆずさん
なにわ通り 325番地

2019年12月15日まで

女性
30代

女性
20代

チロリアンさん
さるぼぼ通り 57番地

2019年12月15日まで

音楽を聴く、読書、Youtubeをみる、海外ドラマを
観る
はじめまして。 図書館で働きはじめた25歳です。 最近、自分は
紙に文章を書くのが好きで、それがストレス解消にもなっていたこ
とに気がつきました。しかし、紙にペンで文字を書くという機会が
どうしても減ってきてしまっているため、このサイトに登録してみ
ました。 どんな出会いがあるか楽しみです。 どうぞよろしくお願
いいたします。

タンバリンさん
常陸の国通り 96番地

2020年3月15日まで

マステやシール集め、文字を書くこと、ドラマ鑑賞、ハンド
メイド、刺繍、スヌーピー、ミッフィー
夫と2歳の娘と3人家族です。 子供の頃から大好きなお手紙書きた
いなと思い始めてみました。 文房具全般好きで収集癖があります(
´͈ ᵕ `͈ ) ♡ シールやマステ、紙モノ特に大好物です。 マリメッコ
やミナペルホネンの北欧ものに最近ハマっています！ ぜひ仲良く
してください(^^) 女性限定でお願い致します。

女性
20代

中田 さん
越中通り 40番地

2019年12月15日まで

読書、アクセ作り、服、ねこ、アニメ、ネト
ゲ、PSO2、MHW、文具
医療従事者をしている28歳です。昔から文房具が好きで便箋やシー
ルをよく集めていました。お手紙を書く機会もなかなかないので、
楽しみにしています。普段は人に話さないようなことや日常のあれ
これなんでも書いていきたいなと思っています。

女性
20代

読書、漫画、アニメ、映画鑑賞、スポーツ、高校
野球、カフェ巡り、食べ歩き、旅行、猫
はじめまして。手紙ならではのワクワク感や手書きの文字の温かさ
に触れたくなりました。LINEなどのSNSで簡単に繋がりが出来てし
まう今だからこそ、文通で繋がる不思議な縁を大切にしたいと思っ
ています。 私は本や漫画、映画が好きで感想のシェアやお互いの
おススメを紹介し合ったりなどなど、楽しく文通できればと思いま
す。よろしくお願いします。

2019年12月15日まで

三十代後半の多趣味な子持ちパート主婦です。子供を妊娠してから
「何かを作る」という事に目覚めました。漫画とかもジャンル問わ
ずに好きですが、あくまでもライト（軽度）ヲタクです。ダイエッ
トは現在BMI24です。楽しく文通しましょう♪よろしくお願いします！
猫と犬（保護犬）飼っています。※男性の方、スピチュアル、宗
教、勧誘目的の方はお断りさせていただきます。

ウサギ、ぼんやり、特急列車、有休、チョコレート、
海
とても明るくて、とても落ち込んで、めんどうだなあ、と自分でも
思う日が多いですが、自分に生まれてよかったなあっていう瞬間を
探して生きてます。 ポストカード、一筆箋、ロングレター、みん
な好きです。 どうぞよろしくお願いいたします。

茶畑通り 141番地

ナチュラルインテリア、ハンドメイド、DIY、漫画、映画、
写真、ダイエット、猫、犬（保護）

映画鑑賞、深夜ラジオ、コスメ、漫画とゲーム、
カメラ、スポーツ観戦
多趣味で好奇心旺盛なほうなので、同じ趣味の方は勿論そうじゃ
無い方からのお手紙も歓迎です。動物好きで家には猫3匹の他、
両生類やお魚も一緒に暮らしています。アクセサリー制作等在宅ワー
クで生計をたてており仕事中は映画や海外ドラマ、芸人さんのラ
ジオを垂れ流している事が多いです。哲学科出身で考える事好き
な一方、楽観的な事無かれ主義でもあります。宜しくお願いしま
す。

ひよひよさん

マシュマロさん
どんたく通り 168番地

2019年12月15日まで

カフェ巡り、旅行、料理、ドライブ
7ヶ月の男の子を育てているシングルマザーです！ 既婚
者さんでも、未婚者さんでも、いろいろお話できたらと
おもいます！ 年齢、住まい問いません！ 女性限定でお
願いしたいと思います！

女性
20代

ゆうさん
なにわ通り 326番地

2020年3月15日まで

映画鑑賞、旅行、料理、通販、言語、アイドル、コスメ、
ファッション、雑貨集め、インテリア
自称多趣味な20代です。好奇心旺盛で趣味がどんどん増えていく
日々です笑 その中の一つとしてレターセットを集めることと手紙を
書くことがあり掲示板で知り合った友達と文通していた遠い昔を思
い出して登録してみました。映画と動物が大好きで犬を飼っていま
す。趣味が合う方ともそうでない方ともいろんなお話ができたら嬉
しいです。年齢は全く問いませんが女性のみでお願いします。
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女性
50代

2019年9月15日

ゆうこさん
伊勢通り 60番地

2019年12月15日まで

女性
20代

英語、映画・ドラマ・絵画鑑賞・観劇、古い建物め
ぐり、食べ歩き、愛犬のトリミング
今は生まれ故郷の伊勢に住んでいます。以前は、大阪、東京共に
住み都会の生活を満喫しました。時々、観劇に大阪に行っていま
す。 旅が好きで、色々な国を訪れましたが、今は近場の犬と泊ま
れる宿を探しては気楽に出かけています。 今年の秋から水彩画を
始めようと思っています。 文通は、初めてです、よろしくお願いし
ます！

女性
50代

ココママさん
越後通り 84番地

2019年12月15日まで

女性
20代

おすしさん
どさんこ通り 218番地

2020年3月15日まで

女性
40代

mayさん
お江戸通り 675番地

2019年12月15日まで

女性
20代

女性
20代

はなさん
琵琶湖通り 41番地

2019年12月15日まで

きぬ子さん
ピーナッツ通り 100番地

2019年12月15日まで

音楽鑑賞、Youtube
以前短い期間ですが入会していまして、今回再入会しました！ 趣
味があまりないので、皆さんのお話を聞きながら探していきたいと
思っています(^o^) また、仕事では忙しい部署で終始張り詰めてい
るので、オススメのリフレッシュ方法がありましたら教えてください
(;_;) 皆さんとまた文通できるのを楽しみにしています！

女性
20代

はなめさん
かすていら通り 40番地

2019年12月15日まで

音楽鑑賞、映画鑑賞、読書、昼寝、YouTube、ツ
イキャス
小中高と仲の良い友人と手紙交換をしていましたが携帯を持ったこ
とで手紙を書く機会も減ってしまいました。最近部屋の掃除をして
いた時に昔やり取りしていた手紙を見つけまた再開したいと思いま
した。ですが友人が少ないためこちらのサイトを利用してみようと
考えました。良いご縁があると嬉しいです。宜しくお願いします。

女性
40代

色えんぴつさん
かすていら通り 41番地

2020年3月15日まで

クロスステッチ、刺しゅう、刺し子、読書、ぬりえ

乗馬、猫、読書、俳句、映画、旅、自然、料理、お酒、ワ
イナリー、インテリア、時計、夢の記録
はじめまして。以前から文通に興味があり、ふとしたきっかけでこ
ちらを見つけ登録しました。 最近また一人暮らしをはじめました。
ふだんは都心で仕事、休日は馬術の練習で半日はクラブにいます。
馬が大好きです。猫歴は30年以上、今もさび猫と暮らしています。

2019年12月15日まで

子供の頃から手紙を書くことが大好きです。 日常の話、些細なこ
とや趣味の話など年齢関係なく色々とお話できたらなぁと思います。
1歳児育児中ですので子供の話もOKです♩ 美味しい物食べること、
カフェ等、キャラものも好きです(^^)よろしくお願い致します。

芝居、ディズニー、メイク、美味しいもの巡り
人生の小さい山を一つ越え、なにか新しいことを始めてみたいと思
い入村しました。今は便箋も買ったことのないドの付く手紙初心者
です。文を書くことが苦手で、最初はお堅かったり、拙い文を書く
かもしれませんがゆったりお付き合い下さる方とやりとりしたいで
す。自分にとって新しいことを知るのが大好き！趣味以外のこと、
趣味のこと、日常のことでも幅広くやりとりしたいです。

信濃通り 91番地

文通、文房具、シール、マステ、読書、ドラマ、
カラオケ

ダンス(アルゼンチンタンゴ)、旅行、料理、ガーデ
ニング等
はじめまして。文通…懐かしく思い登録してしまいました。３年前
に再婚をし、主人の郷里に越して来たので、親しい友人も少なくか
なり寂しい日々を送っています。年齢問わず、楽しい文通が出来
たらと思っています。最近、一人キャンプを始めようかな…などと
考えたりしています。よろしくお願いします。

ありぃさん

一人の時間をのんびりまったりすることが好きです。 雲を見て、
草花を見て、季節の木々を見て感じることを文で伝えられたらいい
なと思います。 いろんな方と色々な話をしたいです。 どうぞよろ
しくお願いします。

女性
30代

真波さん
彩の国通り 306番地

2019年12月15日まで

映画、登山、旅行（国内旅行、海外旅行）、漫画、お笑い、
資格の勉強、アイドル、ディズニー

映画、音楽、読書、書道、英語、スペイン語、旅行、神社
仏閣、和風庭園、紅茶、etc.

はじめまして。会社員をしていて、今年で社会人3年目になります。
独身です。 色々な年代、趣味の方と文通を通して交流してみたい
と思い、はじめてみました。 国内、海外問わずお出かけすること
が好きで、あまり行けませんが、特にヨーロッパが好きです！ ど
んな出会いがあるのか、ワクワクしています〜。よろしくお願いし
ます。

はじめまして、真波です。落ち着いた性格のせいか年上のお友達
が多いです。小2の息子と3人家族です。受付兼事務のパートをし
ています。字を書くこと、また小さい頃海外に住んでいた為、言語
も好きです。文字を通して年齢性別問わず様々な方々と繋がれた
ら嬉しいです。
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第236号
女性
20代

2019年9月15日

みずのくらげさん
六甲通り 235番地

2019年12月15日まで

男性
20代

スプリングフィールドさん
相模ハマっ子通り 300番地

2019年12月15日まで

ハンドクラフト、観劇、読書、お菓子作り、買い物、
サンリオ

読書、音楽鑑賞、レコード漁り、ラジオ、山登り、
散歩

はじめまして。日々のちょっとした出来事を、かわい
い便箋やポストカードでやり取りできたらなと思います。
観劇は宝塚、読書は大島弓子先生や川原泉先生の作品
が好きです。女性の方限定でお願いします。

僕は今年の夏に一人暮らしを始めました。海の近い街です。特に
海が好きというわけでないのだけれど、ただなんとなく住んでみよ
うと思い立ったのです。 僕は古いものに囲まれた生活をしていま
す。古い音楽や本をたしなんで、古い服を着て中古のジムニーで
仕事へむかうような生活です。ただ新しいものも好きではありま
す。ただ古いものが性に合っているのだと思います。

女性
30代

はとさん
越後通り 85番地

2019年12月15日まで

女性
30代

ランニング、筋トレ、おいしい食べ物、おいしいお
酒
初めまして。ダイエットのために始めたランニングにいつのまにか
のめり込み、今はフルマラソンに向けて練習を頑張っている小学生
のお母さんです。 食べること、飲むことも大好きなので、いろい
ろな土地のおいしいもののお話など聞かせてほしいなと思っていま
す。 よろしくお願いします。

女性
30代

雲雀さん
彩の国通り 307番地

2019年12月15日まで

きゃんぎゃる。さん
お江戸通り 676番地

2019年12月15日まで

音楽(主にアイドル)、映画、ドラマ、カフェ巡り、ファッショ
ン、コスメ、旅行、タピオカ
食べることが大好きなアラサーです。文字を書くことも減りスマホ
依存気味なので、新たな趣味となればいいなと思い登録しました。
仕事から趣味・恋愛・結婚等同世代の女性とゆるく文通出来たら嬉
しいです。 よろしくお願いします。

女性
30代

まいさん
相模ハマっ子通り 301番地

2019年12月15日まで

オンラインゲーム、乙女ゲーム、マステ、スタバ、
お茶、紅茶

YouTube、英語（英語育児）、散歩、断捨離、お家カフェ、
レタセ、マステ集め、100均

RO、乙女ゲーム(オトメイト系中心)、アイナナ等ゲーム大好きです
(´ｰ｀)最近SEVENTEEN(セブチ)にもハマった為勉強中です。マス
テ集めが趣味なのでいっぱい使えたら嬉しいです。趣味が近い方
はもちろん違う方でも、よければ女性の方と色んなお話をさせて
頂きたいです。

はじめまして。 子育て中です。 既婚未婚問いません。 いろいろな
方といろいろなお話をしたいです。楽しいお話をできたらなぁと思っ
ています。 恥ずかしながら、地理が疎いので、いろいろな地域の
方と話したいです。

女性
40代

みゆ♡♡さん
相模ハマっ子通り 302番地

2020年3月15日まで

女性
50代

読書、映画鑑賞、手芸、ハンドメイド、
初めて入会してみました。昔は文通をずっとしていて、友達ができ
たり、今は手紙を通して男女問わず色々な方とお話がしてみたい
です。手紙が好きな方よろしくお願いします。 アニメやマンガも
好きで今はアプリで読んだりもしてます。最近はあまり読めてな
いけど本も大好きです。 ハンドメイドでもの作りが好きな方も待っ
てます 6歳の男の子がいますので育児話でもＯＫです！

女性
60代

チーコさん
六甲通り 236番地

2019年12月15日まで

料理、スポーツ、音楽、読書
何事もプラス思考を原則に過ごしてます。 家では要介
護5の母の介護頑張ってます。 合間見て卓球をしてます
よろしくお願いします

みふゆづきさん
しゃちほこ通り 247番地

2019年12月15日まで

料理、お茶、食べ歩き、雑貨、文房具、美容、神
社巡り
初めまして、みふゆづきと申します。 最近、手書きの文字の良
さを再認識しています。 集めた便せんやペンなどを活用したくて、
文通という手段に気が付きました。 今まではインドア派でしたが、
最近は健康の為にも歩いて外出する事を心掛けています。

女性
40代

ゆんさん
彩の国通り 311番地

2019年12月15日まで

旅行、カフェ巡り、スイーツ、韓国ドラマ、映画、ご朱印、
文房具、シール、カワイイもの
はじめまして。 小学生女子2人の母です。 子供の頃から20代位ま
では、お友達とのお手紙を楽しんでいました。 その時のワクワク
が懐かしくて、またお手紙を楽しみたいなと思って始めてみました。
趣味の事など…色んな方と楽しくお話出来たら良いなぁ…と思いま
す。 よろしくお願いします！
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第236号
女性
20代

2019年9月15日

甘夏さん
しゃちほこ通り 248番地

2019年12月15日まで

女性
40代

編み物、お出かけ、書道、漫画、ぬいぐるみ、文房具、テ
レビ、ぴかちゅう、YouTube、卓球
はじめまして。0歳児の子育て中です。昔から手紙や字を書く事、
文通のワクワクする感じが好きです。文字の温かみに触れながら、
いろんな方の世界を知りたいです。趣味の話に限らず、日常の些
細な出来事、悩みなど、年代問わずいろいろお話しませんか。最
近やっと育児も慣れてきて、出かける事が増えてきました。よろし
くお願いします。

女性
20代

とうのさん
彩の国通り 312番地

2020年3月15日まで

女性
20代

李譁さん
古都みやび通り 129番地

2019年12月15日まで

女性
40代

ポテトさん
お江戸通り 678番地

2020年3月15日まで

女性
10代

男性
20代

あさのそうたさん
どさんこ通り 219番地

2019年12月15日まで

読書、チェス、将棋
始めまして、理系の男子大学生です。趣味の話や、他愛のない世
間話でもできればいいなと思っています。年齢、性別関係なく色ん
な方と交流したいです。必ずお返事書くのでお手紙お待ちしてい
ます。好きな作家は小川洋子、瀬尾まいこ、森見登美彦さんです。

こっちゃんさん
きりたんぽ通り 36番地

2019年12月15日まで

絵を描くこと、音楽を聴くこと。
リラックマとパズルとイチゴが好きで、マイペースなこ
です。自分の考えたアニメの女の子を描くのが好きです。
優しい人からお手紙待ってます。

女性
20代

きぃさん
お江戸通り 677番地

2020年3月15日まで

雑貨屋巡り、手芸、嵐、YouTube、野球観戦
はじめまして。スマホやパソコンなど画面を見る時間が
長くなっている生活を変えようと、以前から気になってい
た文通を始めてみることにしました。ゆっくりとやり取り
出来れば嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
30代

音楽鑑賞、絵、英語、犬の散歩、ギター、インテ
リア、料理、 観葉植物
思いや趣味を言葉で人と分かり合えることが好きです。
うつで通院しています。でも手紙を書くことが好きです。

2020年3月15日まで

ガラスペンやインクを買って書くことの楽しさに目覚めました。 興
味を持つとワークショップに参加したりイベントに行ってみたり、趣
味がどんどん増えます。 趣味の事や普段の事など、やりとりがで
きるといいなと思っています。 文通は何十年もしていないので、
返信にムラがあっても許していただける方が希望です。また、色
んな地域や年代の方と交流がしてみたいです。

歌うこと、御朱印集め、居酒屋巡り
はじめまして、お酒と寺社巡り(1人で)が好きなものです。 ツイッ
ターや、フェイスブックなどのSNSに疲れ、 ゆったりとやり取りの
できる文通をしたいと思い、入会しました。字はあまり上手くなく、
日本語もあやしいですが、ご縁があればやり取りして頂けると幸
いです。宜しくお願い致します。

相模ハマっ子通り 303番地

ハンドメイド、ガラスペン、マンガ、石鹸作り、料理、食べ
歩き、神社、マンホール、ラグビー観戦

舞台観劇、文房具収集、マステ、博物館巡り、読書、推理
小説、美味しいものを食べに行く
はじめまして、レターセットを沢山購入したので、これを機に！と
入村しました。好きな舞台は｢レ・ミゼラブル｣、博物館は絵画中心
に巡ってます。マステ集めとミステリー小説も好き。同じ趣味の方
そうでない方も、年齢性別問わず沢山のお話ができたらといいな、
と思います。

じろうざさん

もねさん
なにわ通り 327番地

2019年12月15日まで

旅行、語学、コーヒー、ランニング
こんにちは！ 30代既婚のもねと申します。 旅行や語学を勉強する
のが好きです(^-^) レターセットも大好きなのですが、昨今手紙を
送り合えるようなお友達がおらず、出番なく引き出しにしまったま
まで… 一緒に末永く、ゆるーく文通を楽しめる同性のお友達が欲し
いなぁと思い入村しました。 どうぞ、宜しくお願いいたします☆

女性
30代

てるころさん
平城京通り 57番地

2019年12月15日まで

読書、散歩、スキー、乗馬、ジグソーパズル、文房具集め、
ネルソンマンデラ、犬 ソフトテニス
1988年生です。 交友関係が狭いので、色々な人とお話ししてみた
い！と思い入村しました。 文房具集めが好きなのですが、レター
セットを使う機会が少なく、お手紙仲間になってくれる方に出会い
たいと思っています。 仕事は経理です。 犬が大好きで2匹飼って
います^_^ あとはネルソンマンデラがとても好きです。よろしくお
願いします！
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第236号
女性
30代

2019年9月15日

もっちぃさん
どさんこ通り 220番地

2020年3月15日まで

女性
20代

読書、ヨガ、映画、レタセマステ集め、宝塚歌劇、
断捨離
広く浅く色々好きなものがある子持ちの主婦です。手紙
を書くのが好きですが、チャンスがなかなかないので申
し込んでみました。文通は初めてですがよろしくお願い
します。

女性
50代

yasukoさん
越後通り 87番地

2019年12月15日まで

2019年12月15日まで

フランス文学を専攻している大学生です。今まで祖母とのみ手紙
をやり取りしていたので文通は初心者です。日常の些細な出来事
や好きなもの、お悩みなどを一緒にお話しませんか？年齢・性別
問わずお手紙お待ちしております。私自身長文派なので、長いお
手紙も大好きです！精一杯ていねいにお返事書かせて頂きます。

女性
30代

さくらさん
お江戸通り 679番地

2019年12月15日まで

美術館巡り、ラジオ、音楽鑑賞、映画鑑賞、料理

はじめまして 私は心に病を持っています。 文通がしたく
て参加しました。 まだお試しですがどうぞよろしくお願
い致します。

ふみつるさん
ちょるる通り 47番地

相模ハマっ子通り 304番地

読書、喫茶店巡り、紅茶、ピアノ、クラシック、ハンドメイ
ド雑貨、ジブリ、怪談蒐集、など

ヨガ フィットネスに通うこと 等

女性
20代

めいさん

2020年3月15日まで

初めまして。ラジオや音楽や映画が好きな方と、手書きのやり取
りがしたくてこちらのサイトにたどり着きました。ラジオは基本的
にTBS、時々jwaveを聴いています。菊地成孔の粋な夜電波が好
きだった方、オシャレな音楽が好きな方、面白い映画を知っている
方、もしいらっしゃったらご連絡お待ちしています。

女性
30代

あけさとさん
彩の国通り 314番地

2019年12月15日まで

文通、風景印、万年筆、記念切手、Podcast、ア
ニメ鑑賞、献血

映画鑑賞、スポーツ観戦、ウォーキング、ドライブ、
お酒

はじめまして。ふみつると申します。ずっと文通村に興味を持っ
ていたのですが、今回ついに入村を決意しました。 趣味は浅く
広く、文通関連や、アニメ(最近はガンダムが好きで、ガンプラも
作ります)、艦これ、FGOなどなど。年齢・性別問いません。文通
を通していろんなお話ができたらいいかなと思っています。

中学生と小学生の子どもがいます。子どもの影響でサッカーが好
きになりましたが、元々自分がソフトボールをやっていたこともあ
り、野球も好きです。仕事のこと、子どものこと、今勉強している
こと等…楽しくやりとりができたら嬉しいと思い参加させていただ
きました。よろしくおねがいします。

女性
30代

りんこさん
どさんこ通り 221番地

2019年12月15日まで

女性
30代

お手紙、読書、映画、紙もの、100均、YouTube、
カフェ
現在4歳になりたての娘と、11月に生まれてくる予定の赤ちゃんが
おなかにおります。 文通は昔から大好きで、ずっと続いている趣
味の１つです。 趣味や子育て、日常のお話なんかが楽しくできる
と嬉しいです。 出産前後はスローペースになると思いますが、の
んびりでもOKと言ってくださる方、よろしくお願いいたします☆

女性
30代

ねこたまさん
相模ハマっ子通り 305番地

2020年3月15日まで

マステ収集、お菓子作り、読書、ハンドクラフト
手書きの文字の交流が恋しくなり、村人になりました。自分の趣
味の話題に限らず、いろいろなお話がしてみたいです。趣味につ
いては、お菓子や料理のレシピ交換が出来れば嬉しいですし、集
めたマステを活かせたらと思います。読書は小野不由美、藤真千
歳が特に好きです。どうぞよろしくお願いいたします。

ピックさん
なにわ通り 329番地

2019年12月15日まで

ウインドウショッピング 主に雑貨、文具 、マステ集
め
子育てに奮闘する毎日。好き、興味のあるものは雑貨、文具、絵
本。サンリオキャラクターも幼少から好きです。何かしたい、と思
いながら何も具体的に行動できずに時間ばかりが過ぎていきます。
泣 文通村を通して心に潤いが持てたらいいなと思います。どうぞ
よろしくお願いします。

女性
30代

ゆかのすけさん
ちゅら海通り 48番地

2019年12月15日まで

漫画、パン、マスキングテープ集め、ベランダ栽
培、多肉植物、図書館、浴衣、映画
20代の時５年程1人の方と文通していましたがお相手が結婚され、
年賀状のみのやり取りとなってしまい今回入村しました！ 毎朝パン
とカフェオレの朝食をささやかな楽しみにして休日はまったり引き
こもったり1人でラーメン食べに行ったり、ベランダでBBQしたり
自由に過ごしております\(ˊ꒳ˋ)/ せっかくなので男女共に募集させて
頂きたいです‼︎宜しくお願い致します。
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第236号
女性
30代

2019年9月15日

月子さん
しゃちほこ通り 249番地

2019年12月15日まで

読書（ミステリー小説が好きです）、カフェ巡り、クロスス
テッチ、アンティーク雑貨集め
現在第二子を妊娠中です。 上の子が二歳になり、自分の時間がも
てるようになったので文通をしてくださる方を探しています。 自分
好みの文房具や紙物で文章を書くことが好きなので、趣味のこと
から穏やかな日常的なことまでお話したいです。 出産前後など、
お返事が滞る場合もありますが、お互いのペースで続けられれば
なと思います。

女性
20代

ナツルさん
ねぷた通り 39番地

2019年12月15日まで

舞台鑑賞、片付け、読書、懸賞応募、落語、カメ
ラ
はじめまして、ナツルです。中学生から20代前半まで文
通をしていました。久しぶりに文通がしたいです。楽し
く文通ができたらいいなと思っています。よろしくお願い
します。

