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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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わさびさん
彩の国通り 111番地 2020年1月15日まで

女性
30代

文房具、図書館、映画、散歩、国内旅行、風景印、御朱印、
占い、コスメ、ジブリ、ディズニー

こんにちは、わさびです。 仕事が落ち着いたので再入村しました。
休日は外に出かけて美味しいものを探したり、旅先で写真を撮っ
たり、ウクレレを弾いたり、ほぼ日を書いたり、たまーに婚活をし
たりして過ごしています。 趣味が同じでも違くても色んなお話が
出来たら嬉しいです。年齢、性別、特に問いません。まったりとや
り取りが出来ればなと思います。よろしくお願いします。

きさらぎさん
六甲通り 118番地 2020年4月15日まで

女性
30代

トゥーンブラスト、爆食、スクワットと腹筋←忘れ
がち；

お元気ですか？ ｖ（＾＿＾ｖ）♪趣味はダイエット＆食べることで
す。１年前の元旦は体脂肪38パーセントありましたが、体重１０
キロ減です！それからは、痩せの大食いになりました。でも、食
べ過ぎには注意します！

アヤメさん
お江戸通り 409番地 2020年1月15日まで

女性
30代

FGO・刀剣乱舞、漫画・アニメ、ディズニー、カフェ
巡り、甘いもの、フェレット

はじめましてアヤメと言います。また文通生活をしたく再入村しま
した。 主人とフェレットと楽しく日々過ごしています。 日常のお話
は勿論、共通趣味のお話、フェレット飼い主さんもいましたら是非
に！ 皆さんと楽しい文通ライフが出来たら良いなと思っています。
老若男女問わず色々な方とやりとりしたいと思っていますのでよろ
しくおねがいします。

もっちさん
さぬき通り 40番地 2020年1月15日まで

女性
50代

ピアノ、音楽全般、テレビドラマ、映画鑑賞、ス
ポーツ

福祉の仕事と家事に追われる主婦です。 のんびり屋で家事などつ
いつい滞り気味なってしまう私ですが、年に一度の発表会に出る
べくピアノの練習はがんばってます。音楽が好きでどんなジャンル
でもコンサートなどどんどん行きたいと願ってますが、なかなかそ
うもいかないです。 文通でいろんなお話ができたら嬉しいです。
よろしくお願いします。

にゃんにゃんさん
なにわ通り 331番地 2020年1月15日まで

女性
30代

映画鑑賞

ゆっくり過ごしたりするのが好きです。

めいこさん
茶畑通り 144番地 2020年4月15日まで

女性
30代

Eテレを観る、インターネット、【好き】動物(特に
猫)、占い、雑学

はじめまして。3歳・1歳を子育て中の主婦です。パート勤めをして
います。 毎日慌しいですが、お手紙を読む時のホッとした時間が
懐かしくなって登録しました。 人の話を聞く方が好きなので、いろ
んな方とお話をして自分の世界を広げることができれば良いなと思
います。 ゆっくりペースで良いよという方、お待ちしています。

みどりさん
阿波の国通り 30番地 2020年1月15日まで

女性
40代

旅行、英会話

胸を張って「趣味」といえるものが特にありませんので、
みなさんから面白いことを教えていただきたいです。日
常のことなど楽しくお手紙でお話しできたらなと思ってい
ます。

りくさん
上州三山通り 71番地 2020年1月15日まで

女性
20代

旅行、yoga、読書、映画、紙もの、シール、文房具、日記、
YouTube、美容、コスメ

はじめまして。書くこと、紙ものや文房具✂️がだいすきで
す(๑>◡<๑)趣味や日常のことなど、色々お話できたら嬉しいで
す♡SNOOPY Disney サンリオもだいすきです(*^^*)お仕事は看護
師をしています。少しスローペースになってしまうかもしれません
が、どうぞよろしくお願いします。
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プーさん
相模ハマっ子通り 311番地 2020年1月15日まで

女性
30代

音楽、ライブ、テレビ、読書、ゲーム、ごろごろ

無気力にダラダラと生きている独身フリーター女です。年齢や性別
を問わず、皆様が日頃思っていることや、きいてほしいこと、書き
たいこと、好きなこと、なんでもないようなことを共有していきた
いです。あなたの世界を教えてください！

トーリさん
お江戸通り 691番地 2020年1月15日まで

女性
50代

洋裁　レース編み　糸紡ぎ　料理　ガーデニング　ロボット
の組立（ﾛﾋﾞ2）白樺細工　DIY

私は、来年還暦を迎える50代です。東京の端っこに暮らしており
ます。持病をいくつか抱えていますが、将来に向けてなるべく楽し
い事を沢山して、明るく生きていきたいと思っています。なるべく
手作り生活を目標にしてます。文通で楽しいお話が出来ればいい
な～と考えています。よろしくお願い致します。

カンミさん
相模ハマっ子通り 312番地 2020年1月15日まで

女性
20代

イラスト、音楽、ゲーム、ファッション(ゴシック、
パンク、ロリータ、モード など)

初めまして。普段は大学で美術を学んでいます。イラストを描い
たり何かを作ることが好きです。MALICE MIZERというバンドが好
きで、よく聴いています。戸籍上は女ですが、心の性別はあまり
無いです。色々な方とお話できたら嬉しいです。よろしくお願いし
ます。

ドワさん
なにわ通り 333番地 2020年1月15日まで

女性
20代

漫画、万年筆、インク、カフェ巡り、アンティーク

万年筆やインクが好きで文通に興味を持ちました。 アンティークな
雰囲気に心惹かれます。 29歳既婚です。 藤子・F・不二雄先生や
羽海野チカ先生が好きで、ポケモンやどうぶつの森をゆるくやって
います。 年齢や性別問わず、いろんな方とお手紙のやりとりがで
きれば嬉しいです。

はづきさん
古都みやび通り 131番地 2020年4月15日まで

男性
20代

百合、ドール、読書、小説執筆、漫画、アニメ、文房具、
万年筆、御朱印、裁縫、英語、物理

はじめまして。私は普段大学院で研究をしています。かねてから
文通に興味があったので登録してみました、よろしくおねがいしま
す。主に趣味の話をしたいと思っています、割と多趣味なほうかな
あと。私の趣味でもそちらの趣味でも……。字が汚い……。

B.S.さん
さるぼぼ通り 58番地 2020年4月15日まで

男性
20代

料理、酒（特にウイスキー）、漫画、岩盤浴

はじめまして。B.S.です。 手紙に携わる仕事をしていますが、 ふ
と 心の通った手紙の温かさを改めて知りたくなりました。 多彩な
話題、他愛のないやり取りを手紙を通してやりたいと思っています。
よろしくお願いします。

麗奈さん
彩の国通り 321番地 2020年1月15日まで

女性
20代

猫、お酒、読者

初めまして。 猫とお酒を愛する者です。 数年前に心の風邪を引い
てから家に引き籠もりがちになり、最近は少し回復しつつあります
がふと寂しくなります。 思い出した時でいい、ポストカード1枚で
もいい、そんな緩い形でのんびり続けられたら嬉しいです。

北岡 志理さん
彩の国通り 322番地 2020年1月15日まで

女性
20代

節約、掃除、ペットのお世話、ドラッグストアー＆
ホームセンター巡り、スーパー銭湯

26歳会社員です。賑やかなペットたちと夫と楽しくやっています。
人の字を見るのが好きで登録してみました。軽度のADHDです。
よく変わっていると言われますが、そんな自分を攻略することを楽
しんでいます。仕事の愚痴、悩み、日頃のくだらないことなど話し
ませんか？この人面白そうだなと思った方はお手紙ください！老若
男女問いません。

ぶるさん
ピーナッツ通り 294番地 2020年4月15日まで

女性
40代

アート鑑賞、美術館博物館巡り、かわいいもの、
ハンドメイド、ファッション

こんにちは。 ポストに手紙が届く喜び、お気に入りのレターセット
やポストカードに日々出会えた物事、感じたことを文字で表現する
のが大好きです。既婚者で猫一匹飼っています。ゆる～くお付き
合いしていただければ嬉しいです☆

あきさん
ピーナッツ通り 295番地 2020年1月15日まで

女性
20代

コレクション(外国のおもちゃ等)、短歌、喫茶店巡
り、お昼寝

はじめまして、あきと申します。看護師をしております。帰宅した
時にポストを開ける瞬間が好きなのですが、最近ではダイレクト
メールが届くばかり。 そこでふと文通を思い立ち、入村を決めまし
た。手紙は書くのも読むのも好きです。仕事や学校のこと、聞い
て欲しいこと、日常のたわいもないこと等を共有できたら嬉しいで
す。お手紙お待ちしております。



第238号 2019年10月15日
　　4

風子さん
お江戸通り 693番地 2020年1月15日まで

女性
10代

読書、猫を愛でる、話すこと、スタジオジブリ作品
の鑑賞

大学1年生です。主に日本文学について学んでいます。 たとえ年
齢・性別・趣味に共通点がなくても、いろんな視点の方々と文通を
してみたい、という思いから始めてみました。 文章を書いて、投
函して、返事を待つ、この一連の動作が好きです。 皆さんと文通
が出来ることを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

ひろぼんさん
どさんこ通り 224番地 2020年4月15日まで

女性
20代

紙もの、シール、マステ、文具、手帳、イラスト

シール、マステ等で手帳や手紙のコラージュをするのがマイブーム
です！ほぼ日手帳1年生です。最近生活が落ち着いたので、より
多くの方と共通の趣味や日々の出来事など楽しくお話したいと思い
文通村に入村しました。良ければ成人女性の方、ぜひ宜しくお願
いします⭐︎

ゆのさん
常陸の国通り 98番地 2020年1月15日まで

女性
30代

ハンドレタリング、写真、文房具、猫、漫画、アニ
メなどなど

初めまして。趣味は広く浅く色々なものが好きな主婦で
す。趣味やちょっとした日常のことなど、ゆるーくお手紙
のやりとりができたらと思っております。よろしくお願い
します。

さくらさん
うつくしま通り 72番地 2020年1月15日まで

女性
20代

ドライブ、ペット、文通

はじめまして。幼い頃から文通や手紙を出すのが好きで、もっと沢
山の人と文通をしてみたいと思い、始めることにしました。年齢や
性別は問わず、いろいろな方と文通を楽しめたらと考えています。
犬2匹を飼っています。お気軽に手紙を書いていただければと思い
ます。よろしくお願いいたします。

くんちゃんさん
どさんこ通り 225番地 2020年1月15日まで

女性
50代

読書、映画、テレビ、買い物、ドライブ、

こんにちは。初めまして。私は北海道に住む52歳の専業主婦です。
夫と25歳の発達障害のある社会人の息子と3人暮らしです。出かけ
るのが大好きだったのですが、持病で思うように行かなくなり、仕
事も一昨年辞めてしまいました。趣味の話は勿論、色々な話を皆
さまとしていきたいです。どうぞよろしくお願い致します。

マリリン♡さん
彩の国通り 323番地 2020年4月15日まで

女性
30代

洋画、洋楽、自然、動物、資格取得、美容、ファッション、
メルカリ、可愛い物を集めること

ドラックストアに勤めています。人前では明るく努めていますが、
実は心配症で悩みの多いタイプです（笑）可愛い物が大好きで、
ミニチュア、キャラクター物からファッション雑貨に至るまで、つい
集めてしまいます。なかなか足を運べませんが、景色の良い所も
大好きです♡近い将来、結婚や子育てなどの転機があると思うの
で、色々お話を聞いて下さる方ですと、とても嬉しいで
す(≧∇≦)♡

ゆっこさん
どんたく通り 170番地 2020年4月15日まで

女性
30代

読書、美術館・博物館巡り、postcrossing、水彩画を描くこ
と、音楽を聴くこと

色んな地域の人と接してみたいと思っています。美術大
好きなので美術の話ができたり、小説も恋愛小説が好
きなのでそれについて語り合ったりしたいです。他にも
趣味で合う方がいましたらお願いします。

ニナさん
ピーナッツ通り 296番地 2020年4月15日まで

女性
30代

読書、手帳、珈琲、紅茶、刺し子、ソーイング

２歳の娘がいる主婦です。珈琲や紅茶でリラックスする時間やお
いしいものを食べるのが好き。手帳が好きで手帳シーズンがくると
ソワソワします！デコらないけどほぼ日ユーザー。生活の中の小さ
な楽しみを共有できたら嬉しいです。お手紙お待ちしています。

まろごんさん
お江戸通り 694番地 2020年1月15日まで

女性
30代

読書、動画鑑賞、ゲーム、ウォーキング、旅行、
ショッピング、語学学習

長く続いてる趣味は読書です。割とビジネス書や自己啓発本が好
きです。主婦なので料理本や生活に関わる本もよく購入します。
ゲームや動画（アニメや海外ドラマ）は最近興味があり、今後詳
しくなりたいと思っています。語学にも関心があります。

ちゃちゃさん
越後通り 89番地 2020年4月15日まで

女性
50代

読書(小説、マンガ)、クラシック音楽鑑賞、狂
言(鑑賞)、ピアノ、バイオリン

日々、仕事家事で慌ただしいのですが、子も大きくなり(まだ小学
生ですが)、ふと1人の時間があることに気付き、かねてから文通を
したかったので今回申し込みました。色々な地域の方とのご縁が
楽しみです。よろしくお願いします。
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しおさん
六甲通り 239番地 2020年1月15日まで

女性
20代

ドライブ、カメラ、カフェ巡り、アクセサリー、マ
ステ、映画

ポストに自分宛のお手紙が入っていた時、封を切る時、あのドキド
キ感をまた感じたいと思い始めてみました。 初めての文通で至ら
ぬことも多々あると思いますが優しい心で受け止めてやってください
（笑） 性別年齢問わずお待ちしてます＼(^o^)／

りいさん
信玄通り 24番地 2020年1月15日まで

女性
30代

料理、美容、温泉、マッサージ、漫画、ドラマ、
食器、器

※ 女性の方のみ文通希望です。 美容サロン経営しており、自身
も美容が大好きであります。料理も大好きです。仕事は別ですが、
実は人見知りなので手紙のやり取りが好き。普段沢山のお客様に
お会いするので、様々な年代のお客様ではない方とゆっくり、お
手紙で交流をしたいです。

雨音さん
越前通り 21番地 2020年1月15日まで

女性
20代

ゲームやアニメ、動画鑑賞、カラオケ、御朱印、ダム、高
校野球、NHKの「こころ旅」を見ること

日々の生活の中で感じる、一つ一つのことを大事にしたいと思って
います。面と向かって話すことはあまり得意ではないのですが、人
と関わることは好きなので、一緒に好きなものの話を共有したり、
趣味に関わらず、知らないことを教えてもらったりできたらなぁと
思います。形にこだわり過ぎず、気軽にお手紙をいただけると嬉
しいです。

おりかさん
お江戸通り 695番地 2020年1月15日まで

女性
30代

文房具、カフェ巡り、パン作り、旅行、絵を描く、ゲーム、
漫画、アニメ、音楽鑑賞、映画、ドラマ

初めまして。夫とペットのインコ3羽と一緒に暮らしています。お仕
事はグラフィックデザイナー、10代の頃はゲームに漫画アニメなど
サブカルをこよなく愛していました。笑　最近は文房具熱が上がっ
てきて紙モノ収集が捗っています。動物が好きで鳥さん猫ちゃんが
特に好きですが色々お話出来たら嬉しいです！

神楽さん
お江戸通り 696番地 2020年1月15日まで

女性
30代

読書、散歩、シナリオ執筆、音楽ゲーム、フルー
ト、アニメ、ハーブティ、ラジオ

本を読むのが好きです。お仕事はwebデザイナーをしています。
鳥飼いです。最近読んだ本の影響でハーブティをよく飲みます。
電波でいつでもどこでもつながれる時代。紙と鉛筆で相手のこと
を考えながら手紙を書いてみたいと思いはじめました。いろんな世
代の方とたくさんお話をしてみたいです。お手紙お待ちしています。

みそらさん
うつくしま通り 73番地 2020年4月15日まで

女性
30代

羊毛フェルト、園芸、映画鑑賞、神社巡り、動物好き、占い、
ゲーム(任天堂、ポケモンなど)

初めまして、みそらと申します。文通初心者です。昔からものを書
くことが好きで、お手紙を出してみたくなり文通村に入村しました。
日常で起こった事や趣味について、年齢・性別問わずお手紙を通し
てゆったりお話出来たら嬉しいです。柴犬、オカメインコが大好き
です。心を込めてお手紙書きますのでよろしくお願い致します。

スズランさん
六甲通り 240番地 2020年1月15日まで

女性
40代

スポーツ観戦、御朱印集め、陶芸、旅行、読書

こんにちわ。久しぶりに手紙を書いてみたく入村いたしました。趣
味のほかに好きなものは、トイプードル、抹茶、ドライブなど。テ
ニスを少々しておりました。のんびりと楽しく交流出来たらいいな
と思ってます。よろしくお願いします。

ゆきうさぎさん
ピーナッツ通り 297番地 2020年4月15日まで

女性
20代

お買い物、映画、ゴロゴロする、 サンリオ、スヌーピー、
怖い話し、 100均、食べ歩き、

もともと字を書くこと、お手紙が大好きで レターセットやメモ帳、
シールも大好きで笑 私にとって文通は必要不可欠な趣味です♪ 簡
単なコラージュ？デコレーション？レターを送っています( ⁎ᵕᴗᵕ⁎
)♪ 最近はラブライブにもはまってます♪ 収集癖あり！美容もすこし
興味あり！ みなさんとやりとりできることを楽しみにしています(
❁ᵕᴗᵕ )"

ねこたさん
六甲通り 241番地 2020年1月15日まで

女性
10代

文房具屋さん巡り、紙モノ集め、読書、お散歩

はじめまして！ねこたと申します！！ 小さい頃から字を書くのが好
きで、自慢できるようなの綺麗な字をかける訳では無いのですが、
もし良ければ交流したいなって思います…！！ 気になる方はお手
紙くださいっ！！よろしくどうぞっ！

べべこさん
ピーナッツ通り 298番地 2020年4月15日まで

女性
50代

鉄道(乗り鉄)、映画鑑賞(邦画中心)、読書、音
楽(聴く・歌う)、文房具好き

はじめまして。手紙は書く事も読む事も大好き。手紙を
通じて、共通の趣味や好きなコトの話で盛り上がったり、
情報交換をしたいです。よろしくお願いいたします。(女
性限定でお願いします。)
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まいまいさん
お江戸通り 697番地 2020年1月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞、スポーツ観戦、水泳、ハンドメイドの
作品を見ること

はじめまして。夫と来年小学生になる息子と3人で暮らしています。
文通は初めてでどんなものだろうと興味を覚え入村しました。これ
といって熱中するものはなく、字や文章は拙いところがありますが、
文通を通して新たな発見ができればいいなと思っています。どうぞ
よろしくお願いします。※出会い目的、宗教、その他勧誘はお断
りいたします。

羽衣さん
どさんこ通り 227番地 2020年1月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞、文具集め サザン、お笑い鑑賞、

初めまして、昔文通をしていたことがあり、文通相手からお便りが
届く楽しみ、文字を通して話せる楽しみを最近思い出しここにたど
り着きました。 読むこと書くことが好きです。ゆっくりのんびりい
ろいろなお話出来たら嬉しいです。よろしくお願いします。訪問介
護のお仕事しています。

みつさん
相模ハマっ子通り 313番地 2020年1月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、鎌倉、動物、猫、お菓子作り、
お掃除

鎌倉がすきで、休みの日には美味しいお店、お寺や海に遊びに行っ
たり、カフェで読書したりしています(^^) 本は、小川糸さんや群よ
うこさんなどほっこりしたお話がだいすきです。映画は、邦画も洋
画も見ます。最近は少しガーデニングをはじめました。 面白かっ
た本や映画のお話や、日々の出来事についてお手紙でやり取りで
きたら楽しそうだなと思います！よろしくお願いします。

ひらえすさん
桜島通り 44番地 2020年1月15日まで

女性
40代

猫、読書、体操、音楽鑑賞、編み物リメイクその
他ハンドメイド、人形

猫を4匹飼っています。猫を撫でながらの読書が特に好きです。本
のジャンルはラノベから純文学までなんでも読みます。 中学生と
小学生の兄弟の子育て中なのでお返事がゆっくりになることもある
かもしれませんが、よろしくお願いします。

あおもりけんさん
彩の国通り 324番地 2020年1月15日まで

男性
30代

美術館博物館巡り、図書館、読書、散歩、ボード
ゲーム、キャンプ、国内旅行、詩

文通は初めてですが、ふと思い立ち参加させて頂きました。既婚
で子供はいません。昔から好きなのは読書で、小説もノンフィクショ
ンも何でも読みます。出かけるのは好きですが、人混みは嫌いな
ので、穴場の場所を探してふらりと出かけます。最近はボードゲー
ムやキャンプにハマっています。あとはたまに詩を読んだり書いた
り。雑多な自己紹介になりましたが、どうぞ宜しくお願い致します。

りささん
常陸の国通り 99番地 2020年1月15日まで

女性
20代

写真撮影、文通、読書、サッカー観戦、音楽鑑賞、
旅行

マスキングテープや文房具、ポストカードも好きです。
お互いの趣味や好きなことはもちろん、日常のお話が出
来たら嬉しいです◎※出会い目的の方や宗教、副業は
興味ありません。

ミカスケさん
お江戸通り 698番地 2020年4月15日まで

女性
30代

万年筆、インク、筋トレ、ツーリング、読書、晩酌、
資格取得

元来、字を書くことは好きでしたが、万年筆を購入したことで、楽
しみが増しています。文通は中学生の頃以来で、また文字を通じ
て人と関われたらと思い入会を決めました。性別・年齢問わず、色
んな方の個性に触れたいと思っています。

70'sさん
火の国通り 36番地 2020年1月15日まで

男性
50代

映画、朝のコーヒー

３か月のお試しコースで応募してみました。万年筆買っ
たので文を書いてみたくなりました。初心者ですがよろ
しくお願いします。


