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第237号

2019年9月30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。

男性
40代

ハッピーラッキーマンさん
なにわ通り 25番地

2020年9月30日まで

女性
40代

文通、映画、音楽、官能小説、テレビ、ラジオ
僕は独身で無職で両親と暮らしています。友達も恋人も
いません。友達も恋人もいてません。こんな僕でもよろ
しければ文通してください。よろしくお願いします。

女性
40代

太陽と月の魔女さん
相模通り 3番地

2020年3月31日まで

女性
40代

コケッチさん
うつくしま通り 36番地

2019年12月31日まで

女性
40代

はつきさん
彩の国通り 195番地

2020年3月31日まで

神社めぐり、御朱印、読書、ドラマ鑑賞
今までで入村していましたが、間違って一度退会してしまいました。
今までで文通していた方、また始めてますのでよろしくお願いしま
す。小学生の男の子ひとりいます。人の話を聞くのが大好きなの
で、みなさんのお話ぜひ聞かせてください(*^^*)私と同じ子どもが
一人っ子の方もぜひ(^^)

2020年3月31日まで

再入村です。読書はBLや推理小説、泣ける話､感動する話､不思議
な話、最近はラノベやTLにも興味あります。映画は邦画中心に観
てます。ゲームはどうぶつの森が好きです。センチメンタルサー
カス、リラックマ、すみっコぐらし、スヌーピー、キキララ、マイ
メロなどのキャラクターが好きです。

女性
40代

純子さん
とちおとめ通り 41番地

2020年9月30日まで

旅行 猫 万年筆
はじめまして 43歳の介護職をしている主婦です。 バツ
イチで再婚しています。 子供も成人したので、旅行をし
たり自分の好きなことをしていこうと思ってます。

女性
20代

ライラックさん
ちゅら海通り 23番地

2020年3月31日まで

読書、マンガ、パズル、音楽、映画、スクラッチ
アート

ガーデニング お手紙書き 四季の言葉 マステ&レタセ集め 小
寸こけし集め 切手集め等
コケッチです。私は季節の花々を育てることやワクワクするレター
セットや紙ものを集めることが好きです。 両親の介護をしているの
でゆっくりお便りのやりとりが出来れば幸いです。 趣味の話やお
手紙書きが好きな方々と楽しくお話したいです。宜しくお願い致し
ます。

信濃通り 33番地

読書、ゲーム、マステ集め、紙もの集め、カラオ
ケ、映画鑑賞

文通、ゲーム、読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、ミュージカル
鑑賞、ぬいぐるみ、物語を書く、旅行
初めまして、太陽と月の魔女といいます。神奈川県相模原市に住
んでいます。独身で旦那のいない専業主婦です。現在、47才。サ
ンリオのシナモロールを可愛がってまして、名前を姫ちゃんといい
ます。趣味は文通、ゲーム、読書、音楽鑑賞、ミュージカル鑑賞、
映画＜DVD＞鑑賞、ぬいぐるみ、物語を書く、旅行です。よろしく
お願いします。

詩菜さん

はじめまして。一旦やめていましたが、もう一度やってみたいと戻っ
てきました。 年齢・性別問わず、いろいろな方と交流できたらいい
なと思っています。読書やマンガが好きで、最近パズルやスクラッ
チアートもはじめてみました。ディズニーも大好きです。ゆっくり
になることもあるかもしれませが、よろしくお願いします。

女性
40代

いちごさん
越中通り 29番地

2019年12月31日まで

コラージュ、紙もの、日記、読書、お出かけ。
はじめまして、ゆっくりなペースで文通したいと思います。紙もの
がたまってきたので、使って行きたいです。小さなおすそ分け交
換などできるといいなぁと思っています。普通にお手紙もOKです。
いろんな方とお話ししたいです。よろしくお願いします。
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女性
40代

2019年9月30日

かずさん
お江戸通り 484番地

2020年3月31日まで

女性
40代

映画鑑賞、 旅行 、食べること、 書道、ガーデニン
グ、メダカ飼育、北欧関連
映画を観たり、美味しいもの食べたり、植物を育てたり。
ささやかな毎日の出来事をやりとりできたらうれしいで
す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

女性
50代

恭香さん
彩の国通り 310番地

2020年3月31日まで

女性
10代

ステラさん
彩の国通り 313番地

2019年12月31日まで

女性
40代

なつさん
しゃちほこ通り 250番地

2020年3月31日まで

女性
20代

女性
30代

るいみゆさん
越後通り 88番地

2020年3月31日まで

ふみさん
なにわ通り 328番地

2020年3月31日まで

カメラ、読書、ハンドメイド
子どもの頃、文通していたこと、そしてそれをとても楽しみにして
いたことを思い出しました。 基本的に読書や刺繍が好きなインドア
派です。作家さんでは、吉本ばななさん、辻村深月さんが特に好
きです。最近はカメラを持ってふらりとお散歩に行くことも好きで
す。 年齢、性別問わず日々のこと、趣味のこと、楽しくやりとりで
きたらいいなと思っています。よろしくお願いします。

女性
30代

しずくさん
杜の都通り 110番地

2019年12月31日まで

楽天イーグルス観戦、フリマアプリ、ジブリ、YUKI、
読書、手芸、カフェ巡り
はじめまして。いろいろな地域の方と手書きのお手紙交
換したいです*^^* よろしくお願いいたします。

女性
30代

読書、ドライブ、映画鑑賞、神社仏閣巡り(ご朱印)、
動物、音楽ライブ
はじめまして。今までに文通の経験がないので迷ってい
ましたが、思いきって入村しました。趣味の事や、日常
の事、手紙を通していろいろな方と交流出来たらと思い
ます。よろしくお願い致します。

2020年3月31日まで

にぎやかな場も好きですが、自然に囲まれた場所で、1
人で、いろいろなことを考えることが好きです。できれ
ば40代から80代の女性の方からのお便りを希望していま
す。よろしくお願いします。

紙モノ集め、ポケモン、ウォーキング、スライム作
り、昼寝、ペットと遊ぶこと。
文通村初心者の高３生です(´˘`＊) 猫5匹、犬2匹とインコを飼っ
てます！深く広く文通をしたいと思ってます。 年齢は問いません。
好きなのは米津玄師、紙モノ、動物、空の写真など撮る事、スラ
イム作りです。 ポケモンが好きです。お手紙お待ちしています！

なにわ通り 302番地

読書、ウォーキング、料理、サイクリング

弓道、読書、ドライブ、洋服、ランチ会、大河ド
ラマ、ZARD
はじめまして。あっという間に人生後半戦..何か新しいこと、新しい
人に出会いたいなぁと思い入会しました。アラフィフの方でしたら
男女問いません。懐かしい80年代90年代の頃の話や日々のこと、
これからのことなど..私とのんびりお話ししませんか。末長くやりと
りをして頂けたら嬉しいです。

スナフキンさん

文香さん
お江戸通り 682番地

2019年12月31日まで

文通、手帳、思考ノート、音声メディア、心理学、読書（新
書、新聞）レターセット、シール
趣味は文通です。私にとって手紙は毎日の習慣で、情緒の安定に
欠かせない作業です。と言っても内容は気軽なやり取りが大半で、
今日の夕飯はこれだったよー！近所の野良猫が可愛いよ〜！
等々他愛ない話しばかりですので、ただ文章を書きたいだけの方、
私の今の気持ちを聞いて欲しい等大歓迎です。匿名の文通だから
繋がれる新しい人間関係もいいですね！

女性
50代

ミルクさん
紀州通り 24番地

2020年9月30日まで

紙モノ、マステ 、ハンドメイド 、酒飲み、買い物、ネイル、
YouTube、100均

文通、旅行、スポーツ観戦、音楽鑑賞、読書、美術館・博
物館・仏閣巡り、語学、動植物好き

初めまして２児のママしてます「るいみゆ」です☆仕事はベッドメ
イクをしています!! ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑのタグで此処を見付けたのがきっかけ
です☆最近、紙モノにはまり作った物を交換したりして楽しんでま
す♡同じ様な趣味の方やそうでない方でも、楽しく文通出来たら
いいなと思います(^-^)よろしくお願いします☆男性とも文通してみ
たいです!!

50代ですが独身で気持ちは20代です。インドアからアウトドアま
で多趣味です。年齢性別を問わず幅広い方との文通を希望してい
ます。他愛もない日常の事から真剣な話まで、心から語れる方と
の文通を希望しています。
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女性
20代

2019年9月30日

すももさん
なにわ通り 330番地

2019年12月31日まで

女性
20代

読書、散歩、観劇、美術鑑賞、寺社仏閣巡り
はじめまして。万年筆の購入をきっかけにお手紙を書きたくなり入
村しました。寺社仏閣や美術館など落ち着ける場所が好きで、休
日にふらっと出かけたりしています。趣味のお話だけでなく、
日々の事などのんびり楽しく文通できればと思います。年齢性別
問わず色んな方とお話したいです。よろしくお願いします。

女性
30代

chaさん
相模ハマっ子通り 306番地

2019年12月31日まで

男性
30代

佐久本翔さん
どさんこ通り 222番地

2019年12月31日まで

女性
20代

ゆきさん
2019年12月31日まで

三姉妹育児中です。なにか新しいことを始めたいと思っ
て登録しました。ゆるくアニメやドラマを楽しみつつ、
場所中は相撲も気になります笑。いろいろなお話しがで
きれば嬉しいです。よろしくお願いします。

cannaさん
杜の都通り 111番地

彩の国通り 315番地

2020年3月31日まで

カメラ、旅行、温泉巡り、甘い物を食べること
最近SNSばかりで飽きてしまい、手紙を書くことが元々好きだった
為、このような場を探していました。 年上の方、同年代の方どな
たとでも文通出来たらなぁと思っています。 写真を撮ることや、旅
行に行くことが大好きです。現在は子供も産まれ、あまり行けてい
ませんが、他愛もないお話ができたら嬉しいです。 ぜひよろしく
お願いしますm(*_ _)m

女性
40代

kinocoさん
お江戸通り 684番地

2019年12月31日まで

初めまして。 しばらく文通から遠ざかってましたが、また 手紙を書
きたくなりました。 音楽は洋楽が好きです。最近のはあまり知り
ません。映画はホラーでもなんでも見ます。 ブライスは最近あま
りかまってやれませんが 服も作ったりします。 年齢性別問いませ
ん。 ※出会い目的、SNS等で手紙を公開する方はお断りします。
一般常識ある方でお願いします。

女性
20代

読書、ドラマ鑑賞、観葉植物、断捨離、アニメ、
相撲、美容

女性
30代

ゆれさん

音楽・映画鑑賞、読書、刺繍、編み物、ブライス、
筋トレ、

はじめまして。今回は純粋にいろんなことが話せる人が
欲しくて入会しようと思いました。 恋愛が目的ではなく、
日々の出来事など楽しいことを文通でやりとりできれば
と思っています。 よろしくおねがいします。

しゃちほこ通り 251番地

2020年3月31日まで

昔から手紙が好きで、一人暮らしになってからポストに手紙が入っ
てたら良いのにと思うようになりました。 最近油絵や読書も趣味
にしたいなと考えています。忙しい日々の中にゆったりと過ごせる
時間があったら素敵ですよね。文通もそのひと時になればと思いま
す。 字を書くことはあまり得意ではありませんが、心を込めて書き
ます。良ければ文通相手になってくれませんか？

読書、野球観戦、ゲーム

女性
30代

お江戸通り 683番地

アニメ･韓国ドラマ･YouTube(ゲーム実況)を観るこ
と、演劇、食べること、

映画、音楽、漫画、ゲーム、買物、カラオケ、カフェ、本
屋、美容、アロマ、ハンドメイド、犬
初めまして。 30代後半で3人の子供達(チワワ1匹)の子育てに 奮闘
中の多趣味な人間です(*^^*) 子供の時から文通が大好きで海外ペ
ンパルなどもやっていました(^^) 文通を通じてたくさんの方と繋が
りを持てたら嬉しいです。最近ストレス発散で岩盤浴によく行きます
（笑） ハンドメイドは作るのではなく買う側の方の人です（苦笑）

小町さん

2019年12月31日まで

ハンドメイド
ハンドメイドが好きで、作ったものを細々と販売してお
ります。 マステやポストカードを集めるのも好きです。
文字少なめで、マステやポストカードの交換便も可能で
す。

きりさん
相模ハマっ子通り 307番地

2020年3月31日まで

読書、女性アイドル、ディズニー、文房具、ゲーム、ポケモ
ン、音楽、コスメ（プチプラ）、紅茶
パステルカラーやきらきらしたかわいい文房具を集めています。ぜ
ひ活用したいなあと思い入会いたしました。基本的にインドアでオ
タク体質の既婚、子なしOLですが、色々な方と交流できればと思っ
ていますので、共通点のある方、ない方問わずお話できると嬉し
いです♡

女性
50代

じゅんさん
しゃちほこ通り 252番地

2019年12月31日まで

切手収集、映画鑑賞、読書、2.5次元ミュージカル、スマホ
ゲーム、アニメ、着せ替え人形

はじめまして。手紙をまた書きたくなって登録してみまし
た。同じ趣味の方はもちろん、そうでない方も手紙のや
り取りができたらなぁと思います。
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女性
40代

2019年9月30日

すか嫁さん
彩の国通り 316番地

2019年12月31日まで

女性
30代

昼寝、御朱印集め

みいさん
お江戸通り 685番地

2019年12月31日まで

女性
20代

じょんさん
2020年3月31日まで

内気だけど、好奇心は旺盛な方かと思います！ 「ツバキ文具店」
を最近読んで、すごく手紙を書きたくなりました♪文通は初めてで、
誰かと何気ない日常の出来事やそれぞれの趣味など色々とやり取
り出来たらなと思っています。手紙が届くわくわく感とか相手を想
いながら書いたり、紙やインクを選んだり、、そういう時間を過ご
せたらなと思っています！

はるさん
火の国通り 35番地

女性
40代

2020年3月31日まで

子育てがひと段落して主人と二人になり、何かぽっかり穴があいて
るような感じがしてました。手紙を書くという、のんびりとしたペー
スでコミュニケーションを取れるこの文通村を知り、試しにはじめ
てみたいと思いました。

深海魚族さん
ピーナッツ通り 291番地

2019年12月31日まで

2019年12月31日まで

読書、短歌、書
独居の老人です。 いま、斎藤茂吉全集とスェーデンボルグの「天
界の秘儀」(全28巻）の世界に行き来しています。書を学びたくて、
横･縦画、左・右払い、はねなど基本点画ばかり半年もやっていま
す。 精神的に深い話ができると良いと思います。

ひまわりさん
お江戸通り 686番地

2020年3月31日まで

読書、写真、マステやレタセ集め、ネイル、ハンドメイド、
お散歩、塗り絵、料理、100均
趣味や好きな事が多いので子供の話なしでもお手紙書けます。好
奇心旺盛なので色々なお話がしたいです。 (子供は15歳ですが独
身です) 年齢・国籍・男女は問いません！ 楽しくお話しましょう。
ぜひ気軽にお手紙下さい♪ ※宗教、勧誘等は興味ありません。

女性
30代

映画鑑賞 、ウォーキング、 旅行 、カフェ巡り

男性
70代

相模ハマっ子通り 308番地

初めまして、猫一匹と暮らしている、中国人です。 四年前留学し
に来て、今年から社会人になります。これから頑張りたいと思いま
す。（笑） 万年筆で書くことが好きで、綺麗なものが好きで、考
えることが好きで、年齢性別問わず色んな方とお話したいです。
追伸：日本語は完全に読めます。書くなら少々違和感あるかもし
れないですが、お許し下さいませ。

万年筆のインク、紙もの、音楽、映画、フルート(初心者の
ようなもの)、空・海見ること

女性
50代

リュウリュウさん
コラージュ、アニメ、ゲーム、風景印、ラーメン、ポスクロ、
ディズニー、キャンプ、100均

山登りが好きですが、すっかり太ってしまって体が重く思うように
登れないのでダイエット中です。 俳句や写真は初心者で下手の横
好きです。 いつも何か新しい事、楽しい事を探しています。 年齢
にこだわらず色々な方とお話しできたら嬉しいです。（女性限定
でお願いします）

ちゅら海通り 49番地

2020年3月31日まで

はじめまして。長年文通しています。 色々な方とお手紙を通して
知り合えたらと思い登録してみました。 同年代の方と、楽しくお話
したいです。 主に恋バナ出来たら嬉しいです。 KAT-TUNがとって
も大好きです。同じ方がいたら嬉しいです。 介護の仕事していま
す。仕事の都合でマイペースな返信になるかと思いますが、よろ
しくお願い致します。

登山、俳句、写真

女性
30代

彩の国通り 317番地

文通、カラオケ、映画鑑賞、お買い物、旅行、ド
ラマを見る、読書など。

お見合いにて結婚 妊活中 橋本病、膠原病があります 婚
活や妊活の話など 色々、話が出来たら嬉しいです

女性
50代

まなぽむさん

さとみさん
どんたく通り 169番地

2020年3月31日まで

語学学習、旅行、海外ドラマ、ネットショッピング、
陶芸、読書
はじめまして。日本語を教える仕事をしています。言葉の美しさや
季節を愉しむ心を大切にしたいです。しばらくSNSから離れて手書
きの文字の良さを実感したいと思いました。働きながら育児をして
いるので、数は少ないですが心を込めてお便りを出したいと思って
います。

女性
20代

ここねさん
めんこい通り 53番地

2019年12月31日まで

文通、文房具集め、手帳、コラージュ、邦ロック、スヌー
ピー、くまのがっこう、サンリオ
はじめまして！ ここねと申します 。永く続けられる方と出会えたら
嬉しいです (* ^_^ *) 私は小さい頃から書くことや好きなものを集
めることが大好きで 、心の栄養になっています 。どうぞよろしくお
願いします ◯

6

第237号
女性
40代

2019年9月30日

柊さん
めんこい通り 54番地

2020年3月31日まで

女性
20代

女性
20代

こはるさん
どさんこ通り 223番地

2019年12月31日まで

女性
20代

いぶさん
彩の国通り 318番地

2020年3月31日まで

女性
20代

女性
30代

すーじぃさん
しゃちほこ通り 253番地

2020年3月31日まで

女性
30代

もかさん
加賀の国通り 44番地

2019年12月31日まで

サンリオ、雑貨、YouTube、ハンドメイドの作品を
見ること
はじめまして。子供の頃にしていた文通が懐かしく、ま
た文通をしてみたいと思い入会しました。お互いのペー
スで楽しくお手紙交換ができると嬉しいです。よろしく
お願いします。

もみじ饅頭通り 105番地

2019年12月31日まで

学生の頃、文通してましたが今は落ち着きまた始めたい
と思いここに来ました。 誕生日には、プレゼントも送り
あえるような感じも良いですね！

女性
40代

美里さん
ピーナッツ通り 292番地

2019年12月31日まで

クロスステッチ刺繍、アニメ(進撃の巨人等)、カ
フェ、お茶を淹れること、猫、万年筆
幼少期より字を書くこと、文通をすること、それに付随する文具が
大好きです。現在は万年筆を使い、四季に合わせたインクを選ぶ
のが楽しみです。 長く療養生活を送っていますが、外の世界のこ
と、趣味のお話、何気ない出来事を文通を通してお話出来たら嬉
しいです。どうぞよろしくお願いします。

女性
20代

読書、手帳、映画鑑賞、カフェ巡り、編み物
はじめまして。文通をやりたいな~と思って探していたら、
ここにたどり着きました！2人姉妹のママしながら、ほぼ
フルタイムで働いてます♪ゆるく楽しく文通したいと思い
ます。よろしくお願いします！

あいりんさん
カフェ巡り、読書、アニメ鑑賞、マンガ、BL、コスメ、美容、
YouTube、ヨガ、料理

読書、お散歩、映画鑑賞、ショッピング、カフェ巡
り、美容、ディズニー、サンリオ
はじめして。 文通が好きで登録させていただきました。 以前も文
通をしていたのですが、仕事、子育てが忙しくなかなか自分の時
間が取れなくて、やめてしまったので、育休に入った今もう一度文
通をしたいなと思い入会いたしました！仕事は看護師をしてい
て、6歳と0歳のママです！色々な方と文通を通してお話ししたい
のでよろしくお願いしますヾ(・∀・)ﾉ

2019年12月31日まで

私は学生時代、学校の離れた友達とずっと文通をしていました。字
はあまりきれいじゃないですが、字を書くことが好きです。仕事も
落ち着いてきたのでまた文通がしたいなと思い、今回文通村の利
用を決めました。 同世代、世代の離れた方とも手紙を通をして
日々感じていることを共有できたらいいなと思います。よろしくお
願いします。

読書、博物館巡り、美術館巡り、クラシック、散
歩、スキー、カラオケ
社会人１年目。一人暮らしも１年目。仕事におわれる中で一息つ
けるような時間を作りたいと思いはじめました。外に出るのも家で
まったりするのもどっちも好き。最近は読書が多いかな。田舎住み
なので、色んな人とお話がしたいです！好きなもの:伊坂幸太郎、
スピッツ、イエモン、ラヴェル、シューマン、葛飾北斎など。

六甲通り 237番地

パン屋さん＆カフェ巡り、山登り、旅行、読書、お
買い物、お笑いを見る

読書、動物、博物館、文房具、書店、ピアス、ジブリ、ド
ライブ、お酒と美味しいもの、橋
夫と夫の両親の4人暮らし。子供はいません。主に足が悪く人工股
関節でゆっくり歩いています。博物館も動物園も水族館も説明書
きをじっくり読みたいタイプです。書店も文具店もついつい長くな
ります。動物好きです。一緒に暮らすなら犬と鳥かな。読書は小
説を文庫本で。お酒は特に日本酒が好きです。こんな私ですが、
いろんなお話ができたら嬉しいです。

くまこさん

みみさん
茶畑通り 143番地

2020年3月31日まで

アニメ鑑賞、文房具集め(特にシール・マステ)、国
内・海外旅行、水族館めぐり
はじめまして。文通がすきなので、はじめました！文通
を通して仲良くしていただけたら嬉しいです！好きもの)
ポケモン、コナン、中村倫也、ジャニーズなど、、

女性
50代

ゆかりさん
お江戸通り 687番地

2019年12月31日まで

ディズニー、神社めぐり、レンジ料理、スポーツ観
戦、文房具
毎日、笑顔で過ごせたらいいなぁと思っています。外に
出て過ごすことも、おうちで過ごすことも大好き！ 新し
い出会いを楽しみにしています。
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女性
20代

2019年9月30日

さつきさん
彩の国通り 319番地

2019年12月31日まで

女性
50代

漫画、ロック、J-POP、ニシアフetc.
初めまして。現在、抑うつのため実家で療養中です。英語と調理
師試験の勉強をしながら生活しています。また、実家では飼えな
いので、彼の家で、ニシアフを一匹飼っています。 漫画と甘いも
のが大好きです。宜しくお願いします‼

女性
20代

みぃさん
相模ハマっ子通り 309番地

2020年3月31日まで

女性
30代

ameさん
信玄通り 22番地

2019年12月31日まで

女性
40代

夕映さん
しゃちほこ通り 254番地

2020年3月31日まで

女性
40代

女性
20代

ほしなさん
お江戸通り 690番地

2019年12月31日まで

ゴルフ、テレビ、映画鑑賞、ライブ観戦
初めまして。 私は28歳の会社員です。 相談し合ったり、
趣味の話やいろんな話が出来たらと思います( ^ω^ ) 老
若男女どなたでも大歓迎です。 お待ちしています。

まゆさん
彩の国通り 320番地

2019年12月31日まで

飼い猫と戯れる、野良猫ウォッチ、韓国ドラマ、香
港映画、ポケモンGO、モロヘイヤ
若い頃は手紙を書くのが好きでした。最近は字を書くこ
とが少なくなったような気がします。たくさん書けたら…
と思っています。

女性
50代

りんさん
六甲通り 238番地

2019年12月31日まで

手芸（編み物、エコクラフト）、カラオケ、ウォー
キング、御朱印
はじめまして。昔 楽しく文通していた事を思い出して 入
村しました。日々のたわいもない話や趣味の話を楽しく
やりとりしたいと思ってます。文章も文字も下手ですが
よろしくお願いします。

女性
30代

読書（海外文学や児童文学が好き）、勉強、将棋、
読書会、紅茶
9月下旬に入村しました。いろんな年代の方と趣味のことを中心に、
のんびり楽しくお話しできたらいいなと思っています。よろしくお願
いします。秋ドラマは『シャーロック』と『Ｇ線上のあなたと私』を
観ています。通信制大学で勉強しているため、試験のある1月後半
は返信をお休みするかと思います。いま読んでいる本：松本侑子
先生訳『赤毛のアン』、『ガリバー旅行記』

2019年12月31日まで

はじめまして。 手紙を書く事で新しい発見や出会いを楽
しみたいと思っています。 忙しく過ぎていく日々の中に
ゆっくり丁寧になれる時間を作りたいです。女性限定で、
よろしくお願いします。

カフェや喫茶店に行くこと、愛犬と過ごす時間、読
書、音楽、お花、お昼寝、プール、
レターセットやシール、文房具が好きです。文通村のことを知り、
文通してみたくなりました。 カフェや喫茶店で過ごす時間が好きで
す。ひとりで行って本を読んで過ごすことも多いです。 日々のさ
さやかな楽しさを共有できたり、趣味(共通のものもそうでないも
のも)のお話を、ゆったりのんびりできるといいなぁ

古都みやび通り 130番地
読書、映画鑑賞、ドライブ、お香

旅行、写真撮影、料理、映画鑑賞、ミュージカル
鑑賞、散歩、自然、動植物好き
はじめまして！仕事で多忙な毎日のなかで、誰かと何気ないゆっ
たりとした交流をしたく、登録しました。 田舎から都会に引っ越し
てきたため、常日頃から自然や動物との触れ合いを求めてます。
犬も猫も他動物も大好きです。 旅行も好きで、今は47都道府県を
制覇するのが目標です。 家でまーったり映画鑑賞したりゴロゴロ
するのも好きです。 よろしくお願いします。

ねえねさん

ぽてとさん
お江戸通り 688番地

2019年12月31日まで

映画、文房具、雑貨、美容、100均、カフェ巡り、
ほぼ日、散歩、コンビニスイーツ
はじめまして。仕事は雑貨屋で働いています。 可愛いレターセッ
トやシールを使って手紙のやりとりをしてみたいと思い入会しまし
た。 趣味のこと、日常の出来事などくだらない事でも気楽にお話
が出来たら良いな～と思います。 ポストカードでのやり取りも大
歓迎です！ 女性の方限定でよろしくお願いします。

女性
30代

みにこさん
しゃちほこ通り 255番地

2019年12月31日まで

カフェ巡り、コーヒー、紅茶、パン屋、コスメ、編
み物、旅行、お土産、雑貨
4歳の男の子がおります、主婦です。ずっと文通が好きで続けてい
ましたが、子育てなどで暫く離れていました。自分の時間が作れ
るようになったのでまた改めてはじめたいと思っています。オシャ
レなパッケージなどが好きで、カフェやパン屋さんなどで色々探す
のも大好きです。家には缶や瓶など沢山あります…！ 宜しくお願
い致します。
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女性
30代

2019年9月30日

いちごみるくさん
信玄通り 23番地

2019年12月31日まで

女性
20代

女性
20代

こゆずさん
ピーナッツ通り 293番地

2019年12月31日まで

女性
50代

まりもさん
越中通り 41番地

2020年3月31日まで

郵便局めぐり、旅行貯金、多肉植物、ボウリング、
大河ドラマ、切手集め
はじめまして。50代になり自分の時間を持つことができ、たくさん
の方といろんなお話がしたいと思い入会しました。同じ趣味の方や
そうでない方も、手紙を通して楽しいお話ができたらうれしいです。
よろしくお願いします。

2020年3月31日まで

マステ、紙モノ、シール、レターセット、デザインペー
パー、折り紙などを収集しています。スキ→犬、ポムポ
ムプリン、文房具、廃墟。字はあまり得意ではありませ
んが宜しくお願い致します。

女性
80代

楽器演奏(ピアノ.サックス.バイオリン.篠笛)、芸術
鑑賞、読書、文房具、
国語教師志望の大学生です。文通が趣味で5歳ごろより
続けています。趣味や日常や色々おはなしできたらと思
います。よろしくお願いいたします。

なにわ通り 332番地

マスキングテープや紙モノ収集、それら使用して製
作。

旅行、読書、映画、珈琲、紅茶、文房具屋巡り、カフェ巡
り、喫茶店巡り、食器屋巡り、音楽
文通初心者です。今の時代に、文字で繋がりを持てる文通村に興
味を惹かれました。喫茶店でのんびり本を読みながら過ごす時間
が最近のお気に入りです。旅行したり音楽聴いたり、文房具屋さ
ん巡ったりと気ままに好きなことしてます。年代問わずたくさんの
方と楽しく文通出来たら嬉しいです。よろしくお願いします

きのこさん

みつさん
信濃通り 93番地

2020年3月31日まで

お絵かき、童謡を歌う
日毎に増えてゆく不自由や失敗。食欲はアリで「よく食
べるね」とほめられる。（皮肉かなあ）それでも私はし
ぶとく生きる。

女性
30代

虹さん
相模ハマっ子通り 310番地

2019年12月31日まで

刺繍
手紙を書くと気分転換になって好きです。同じ趣味の方
と文通できたらと思います。よろしくお願いします。

