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第239号

2019年10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

mumuちゃんさん
ピーナッツ通り 144番地

2020年1月31日まで

女性
30代

女性
30代

もかさん
ちゅら海通り 50番地

2020年1月31日まで

男性
20代

ふくしまさん
常陸の国通り 100番地

2020年1月31日まで

2020年1月31日まで

子持ちの専業主婦です。気分転換に散歩と軽い筋トレが
日課になっています。

女性
20代

手帳、紙モノ、百均パトロール、サンリオ、ピンク
色、ほぼ日、ドライブ
紙モノが小さい頃から大好きで大人になっても可愛いメモやシール
を集めています。サンリオはキキララやキティちゃん、マイメロが
好きです。こんな私ですが楽しく文通交換してくれる方宜しくお願
いしますm(_ _)m

お江戸通り 391番地

パワーストーン（浄化）、 コーヒーにスパイス、
簡単な料理 、万年筆、ピアノ

動物・紙モノ・文具好き。文通・漫画&文具収集・100&300均
巡り・スクラッチアート
兼業主婦で子育ても落ち着き、好きな文通を満喫したいと思い再
入村しました(^^)多趣味で読書(漫画(少女・少年)からミステリー&
ホラー小説と色々読みます。)・アニメ・イラスト描き・コロリアー
ジュ・マステやレタセにetc.紙モノ収集・レジンやおすそ分けファイ
ルetc.初心者な手作りと好きな私ですが、お手紙で色々とお喋り
出来たら嬉しいです(^-^)

美和さん

うめさん
相模ハマっ子通り 314番地

2020年1月31日まで

旅行、カメラ、音楽鑑賞、アニメ、神社仏閣めぐ
り、御朱印、風景印集め、
はじめまして。うめと申します。小学生の頃から文通をしておりま
したが、最近は手紙を書く機会が減ってしまいました｡旅行が好き
で主に国内ですが１人で行ったりします。いろいろな方と手紙を通
してお話したいと思います。よろしくお願いします。

女性
30代

いそのさん
火の国通り 37番地

2020年1月31日まで

詩作、資格取得、読書、神社仏閣、博物館、美術
館、自然、音楽

手帳、YouTube鑑賞、Eテレを観る、ゲーム（マイ
ンクラフトなど）

忙殺される日々のなかで、メールではないゆっくりとしたやり取り
に魅力を感じています。普段のビジネスメールでも、文章から勝
手に相手の人となりを想像してみたり、ひとの文章を見ることが好
きです。手書きだからこそ、個性ある言葉から想像する楽しさを
感じたいと思います。

1歳の男の子の母をしております。のんびりと子育てのことや趣味
のこと、その他いろんな話がやりとりできたらなと思っております。
手帳はほぼ日手帳、ゲームはマインクラフトやどうぶつの
森、YouTubeはいろいろ見てますがフィッシャーズが特に好きです。
よろしくお願い致します。

女性
40代

モイさん
ちょるる通り 48番地

2020年1月31日まで

女性
30代

こむぎさん
相模ハマっ子通り 315番地

2020年1月31日まで

旅行、北欧、英国、フランス、手帳、文房具、カフェ、喫茶
店、雑貨屋、マスキングテープ

読書、音楽(フェスとライブに行くことが好き)、犬と
遊ぶ、インスタ、はしご酒

6歳の息子と1歳の娘がいます。国内外の旅行が好きで、北欧諸国
に行くことが夢です。マリメッコやリサラーソンなど、北欧ものが
好きです。英国とフランスのことを考えるとワクワクします。トラ
ベラーズノートを愛用中ですが、ほぼ日手帳やジブン手帳も好き
です。一人でゆっくりカフェや喫茶店でコーヒーを飲みたいなぁ。
女性からのお便りお待ちしております(^^)

はじめまして！ 初めて文通村に登録します。 読書は小説、音楽は
邦ロックとaikoとJ-POP、犬を飼ってるので犬が好きですが動物全
般好きです。 年齢問わず、好きなことから小さな事までお手紙を
通してお話しできたら嬉しいです(^^)よろしくお願いします！
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女性
40代

2019年10月31日

あきおﾁｬﾝさん
どさんこ通り 28番地

2020年10月31日まで

女性
20代

文通、カラオケ、フリマアプリなど。
相方と二人暮らししてます。日常の他愛ない話も悩み愚
痴なーんでも お互いの胸の内を語らえるような文友に成
れたら..と思います！筆まめｻﾝやロンレタ派ｻﾝ大歓迎で
す⭐

女性
20代

ぷりんさん
めんこい通り 55番地

2020年1月31日まで

女性
40代

きゃらさん
茶畑通り 146番地

2020年4月30日まで

女性
50代

おはなさん
どさんこ通り 229番地
ドライブ

2020年1月31日まで

女性
20代

もみじ饅頭通り 107番地

2020年1月31日まで

世の中素敵な人だらけにもかかわらず、一生出会えない人のほう
が多いのだなあと ふと思い、始めてみました。 夫と2人でのんび
り暮らしています。 かもめ食堂の空気感が好きで、心がひりひり
した時にいつも観ています。 気まぐれにポストカードを送ることが
ありますが、返事の有無は気にしていないので ゆるっと受け取って
いただけると嬉しいです〜

女性
30代

結寧さん
彩の国通り 325番地

2020年1月31日まで

謎解き、漫画、ショッピング、ゲーム
はじめまして。 1歳の娘の育児に奮闘中の毎日を過ごしています。
学生時代にしていた文通がとても楽しかったのでまたやりたい！と
思い入村しました。 普段の生活だと自分の言葉を発信出来ずにい
るので、お手紙を通して自分の新たな発見が出来たらいいなと思っ
てます。 忙しく過ごしている毎日にほっこりする楽しみを見つけた
いです。 宜しくお願いします^^

女性
30代

うさぎさん
相模ハマっ子通り 316番地

2020年4月30日まで

お菓子作り、カフェでのんびり、お酒を飲
む、YouTube見る、ホットヨガ

にろさん
お江戸通り 700番地

momoさん
温泉・旅・キャンプ・絵本集め・読書・食べること・ラジオ・映
画館・美術館・博物館 など

カラオケ

好奇心旺盛で何にでも興味があります( ＾▽＾) ボランティア等
で接する、色々な方から、沢山の知恵や知識を教えてもらいお話
しするのが今の私の癒しとなっています。嘆いたり、悲しい、と思
う人生より、笑いの多い人生をおくりたい。元気をあげたり、貰っ
たり出来る そんな方からのお便りを待っています。

女性
30代

2020年4月30日まで

はじめまして。 地方に住む友達、祖母と文通をしており手紙を
描き始めると届くのも書くのも楽しくなり、たくさんの方といろんな
ことをお話できたらと思ってます。手紙を通じて人が笑顔になれる、
は素敵だとおもいます。 いろんな世代の方とお話はもちろん年齢
が近い方と共通し合える話もしたいです✩.*˚ どんなことでもお
話できたらと思います☺︎♡

漫画、読書、映画鑑賞、動物、仕事。
仕事に家庭に一生懸命すぎて、自分を大切にしていない事に目を
背けてきました。挑戦したい事は沢山あったはずなのに、「忙しい」
を理由に諦めていました。そんな私がついに重い腰を上げる時が
来た(笑)！夕飯レシピやご当地ネタ、伝統文化や不思議話、ふと
思った取り留めのない呟き。知識の吸収が大好きな私に色々なお
話を聞かせてください。

ちょるる通り 49番地

野球観戦 音楽鑑賞 コスメ美容 文房具集め 壁面作
り

文通、音楽鑑賞(TWICE、ジャニーズ)、お笑い、塗り絵、
ショッピング、読書、百均
こんにちは！ぷりんです。 特別養護老人ホームで働いています。
父、母、ペット(柴犬)と暮らしてます。 お付き合いしている方が居
るので、文通は女性の方とのみお願いしたいです。 TWICEとジャ
ニーズが大好きです！ たくさんの方と色んなお話ができたら嬉し
いです♪ よろしくお願いします！

もかさん

2020年1月31日まで

読書、映画鑑賞、国内旅行
はじめまして、文通は初心者ですが、以前から興味があった為お
相手を募集させて頂きたいです。 趣味:読書(ミステリやSFなどジャ
ンル問わず) 旅行(国内) 映画鑑賞 お話させて頂ける方の年齢、性
別は問いません。 お勧めの本や映画などを紹介し合えたら嬉しい
です。 また、趣味に関わらず日常の些細な事など、気楽にお話し
出来たらなと思います。

初めまして。 文字を書くことが大好きです。 メールとは違った、手
書きの手紙を書きたいと思いました。 リアルな友達とは違うからこ
そ、いろんなお話ができたら嬉しいです。 100均のレターセット等
も使うと思いますので、それでも良い方。 あまり趣味らしい趣味
がないので、自分の視野を広げる為にも、いろんな方とお話がで
きたらと思っています。

女性
20代

はる坊さん
うつくしま通り 74番地

2020年1月31日まで

カラオケ、アニメ鑑賞、ライブ、育児、柴犬、ポ
ケモン
一人娘を育てています。子育てをしつつ時々アニメを見たり、好
きな歌手のDVDを見て過ごしています。ONE OK ROCKと和楽器バ
ンドが大好きです。その他B'zなど…。ペットは柴犬を飼っていま
す。育児の最中で特定の人との交流が多いので文通村でいろいろ
な方とお話したいです。年齢問わず、世間話から共通の話題まで
よろしくお願いします。
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女性
20代

2019年10月31日

有希子さん
六甲通り 242番地

2020年4月30日まで

女性
30代

園芸、ガーデニング、球根栽培、観葉植物、植物
園、お花見、紅葉、押し花
花屋の有希子と申します。 祖母と文通していた頃を懐かしく思い、
村人の仲間入りをしました。 植物がお好きな方と知り合えたら大
変嬉しく思うのですが、そうでない方でも大歓迎です♪ 世代は問
わないのですが、私のことを孫のように思って下さる祖母のような
存在のお相手と出会いたいというのが第一の動機でした。 お便り
お待ちしております。

女性
20代

ももこさん
なにわ通り 336番地

2020年1月31日まで

体調を崩しお仕事お休み中なわたしが自宅で出来ることを、 少し
ずつみつけながら、前向きに、そして、このお手紙のやりとりで
もお互いにとって素敵な縁になれば……。 穏やかな気持ちでやり
取り出来る素敵な文人さんに出会えます様に。

女性
30代

花々さん
2020年1月31日まで

ゆっくりすること、アイディアや好きな物をノートに書き留めるのが
好きです。耳が繊細なのでイヤホンで音楽を聴きながら自分の中
で休むようにしています。結婚していて、夫と2人暮らしです。歩
いているときに花や緑、空や雲の形を眺めるのが大好きです。美
術館も好きです。今まで自分と似ている人が周りに少なかったの
で、似た趣味の方とお話してみたいです。

みよぱんださん
相模ハマっ子通り 318番地

おにぎりさん
ピーナッツ通り 299番地

2020年1月31日まで

独身のOLです。最近は結婚して疎遠になってしまう友達も多くなっ
てきたので、新しいお友達（女性）と楽しく趣味のお話ができたら
と思い登録しました。よろしくお願いします。 ちなみに、今読んで
いる本は十二国記の新刊、最近見た映画は蜜蜂と遠雷です。

女性
50代

お花、本、夫と過ごす、美術館、おうちコープ、輸入お菓
子、公園でのびのび、お土産選び

女性
50代

2020年1月31日まで

読書、映画鑑賞、旅行、ジョギング

こんにちは。 ももこと申します。 趣味は読書で小説やマンガをよ
く読みます。 転職をきっかけに今年から英語の勉強を始めました。
ここで出会えた方と好きな作品について語り合ったり、頑張ってい
ることについて励まし合えたりできたら良いなと思っています。 よ
ろしくお願いいたします。

茶畑通り 148番地

加賀の国通り 45番地

映画鑑賞、音楽鑑賞、写真(見る専)、うちカフェ。

読書、ドラマ鑑賞、映画鑑賞

女性
20代

ふわり。さん

2020年1月31日まで

涼穂さん
砂丘通り 5番地

2020年4月30日まで

積ん読、手帳術本、自己啓発本（ビジネス書、美容本）、
記念切手、文房具、御朱印、バチェラー
50代前半既婚女性です（子ども無・仕事はフルタイムで事務）。
資格を取得することが好きなのですが今は少し疲れて休憩中で、
休日はバラエティ番組やドラマを見て楽しんでいます。年齢性別問
わず、お話できたら嬉しいです。なにかを勉強していらっしゃる方
のお話も聞きたいです。返事はスローペースの時やポストカード
の時もあると思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

女性
40代

モモさん
とちおとめ通り 84番地

2020年1月31日まで

映画鑑賞、 舞台鑑賞、刺繍、ディズニー、クラシッ
クバレエ、美術館巡り

編み物、音楽鑑賞、ウォーキング、スロージョギング、読書、
神社参り、旅行、コーヒー、健康

初めまして。手書きの温もりが大好きなで、手紙を書くことも大好
きです。ゆっくりですが、みなさんと楽しい時間を文通でシェアし
たいと思います。普段は、フラワーアレンジメントのデザイン、製
作、講師をしています。よろしくお願いいたします。

初めまして♪ モモと申します。 40代、主婦です。 手紙
には、日常のささいなことや、趣味のこと、パートでの
悩みなど書いていきたいと思います。文通して下さる方、
どうぞ宜しくお願いします♪

女性
30代

うららっこさん
どさんこ通り 230番地

2020年1月31日まで

食べ歩き、音楽鑑賞、アイドル、ジャニーズ、プ
チプラコスメ、犬、美容、懸賞
はじめまして。文通経験が無く少し緊張しましたが思い切って入会
しました。愛犬の柴犬を可愛がっています。食べ物はラーメン、パ
ン、アイスクリームなどが好きです。音楽は何でも聞きます。アイ
ドル(特に乃木坂46,キスマイ，Sexy Zone)も好きです。お手紙の
種類や長さにこだわらず、自由に交流したいと思っております。よ
ろしくお願い致します。

女性
40代

陶子さん
信濃通り 16番地

2020年10月31日まで

読書、猫、美術館、多肉植物、散歩、バードウォッチング、
登山、ワイン、焼き菓子、温泉
時間に少し余裕ができたので、再入会いたしました。自然豊かな
地域で暮らしています。昔から手紙が大好きです。いろいろな趣
味の話を楽しくできればいいなと思っています。ハンドメイドがで
きる人、憧れます。すみませんが、女性限定でお願いいたします。
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女性
20代

2019年10月31日

ももたろすさん
ピーナッツ通り 300番地

2020年1月31日まで

女性
20代

女性
60代

ツギハギさん
さるぼぼ通り 59番地

2020年1月31日まで

女性
40代

ちろりんこさん
きびだんご通り 78番地

2020年4月30日まで

男性
30代

女性
40代

Tsubaki さん
かすていら通り 42番地

2020年1月31日まで

女性
30代

雨ふわさん
彩の国通り 327番地

2020年4月30日まで

読書、日記、散歩、ドラマ鑑賞、映画鑑賞、百均
巡り、うちカフェ
こんにちは。雨ふわと申します。主婦で文通初心者です。緊張し
ていますが日々の出来事や楽しかったことなどちょっとしたことをや
り取りできたらと思いました。(女性を希望しています)色々な地域
の方と出会いたいです。よろしくお願いします。

越前通り 22番地

2020年4月30日まで

はじめまして。文通は初めてですが色々な方と話したくなり、また
汚い字も直したく入村しました。最近はダイエットの為、朝ランニ
ングを始めました。しかし、寒くなり挫折しそうです…日々の出来
事、楽しいこと、悩み事、色々な事をお話しできればと思います。
年齢性別は問いませんので、どうぞよろしくお願いします！

女性
40代

ナンチャンさん
桜島通り 46番地

2020年1月31日まで

サンリオ、百均巡り、少女マンガ、レターセット集
め、ショッピング、手紙
はじめまして。はじめてこちらを利用させていただきます、ナンチャ
ンです。子なし専業主婦です。現在求職中。かわいいレターセッ
ト集めていて貯まってきているので、これらを使って字を書くのも
好きなので、文通したいなと思い応募しました。学生時代から文
通好きで手紙書いていたので久しぶりに文通したくて、ここにたど
り着きました。

女性
20代

へちまさん
お江戸通り 701番地

2020年1月31日まで

電車旅、ひとりカラオケ、映画、お笑い、音楽、
英会話、食べ歩き、カフェ巡り、など

アロマ、家庭菜園、ジョギング、筋トレ、YouTube鑑賞、
古布、手作り、美容、ウクレレ
昨年、ハーフマラソンに挑戦しました。完走できてすごく嬉しかっ
たです。距離を伸ばしてフルマラソンに来年挑戦したいです。男
の子3人のママです。子育て頑張ってます。自分の思いを言葉にす
るのはなかなかセンスが入りますよね。不慣れで初めは文を書く
のに時間がかかるかもしれませんが慣れるまで気長にどうぞよろし
くお願い致します。

はたきちさん
海や山へのドライブ、読書、ランニング、サイクリング、飼
い猫と遊ぶ、少し前はバイクツーリング

ハンドメイド、フクロウ、ウサギ、ちびまる子ちゃ
ん、ミッフィー、CHEMISTRY
はじめまして40代前半の独身です。字を書くのが好きで、子ども
の頃はよく文通をしていました。子ども関係の仕事をしています。
最近クリスチャンになりましたが、勧誘等が目的で入会したわけで
はありません。日々の他愛もないことをお話しできたらと思います。
どうかよろしくお願いします。

2020年1月31日まで

医療職3年目で、ジブリや可愛いシール・マステを見るのが好きで
す。字を書いたり読んだりするのが日々の癒しになっています。
色々な方と、のんびりと日々の出来事や各々の趣味についてなど
をやり取り出来たらと思っています。どなたからでもお手紙お待ち
しています。よろしくお願いします。

雑貨屋さん巡り、読書、文房具屋さん巡り
歳を重ねると共に、新しい人との出会いが少なくなり、頭の中も凝
り固まってきた昨今。 文通を通して、年代問わない交流でいろん
な話を愉しめたらいいなと思っています。 文通初心者ですが、ど
うぞよろしくお願いします。

しゃちほこ通り 258番地

ジブリ、ミッフィー、映画、音楽鑑賞、読書、日記、
手帳、マステ、シール

ピアノ、お菓子作り、クラリネット、トランペット、読書、
美術館博物館巡り、漢検、書道、歌

多趣味です。ピアノ、書道、歌、英語は20年以上続け
ています。一回きりの人生、楽しんで生きようと思って
います。前向きになれたらいいなと思って登録しました。
よろしくどうぞ。

みつきさん

社会人になってから気軽に話せる人がなかなか出来ず、文通村を
はじめました。趣味の話はもちろん、昨日のテレビが〜とか、今
日のご飯は〜とか、日常生活での本当にどうでもいいようなことで
のやり取りも大歓迎です！！年齢性別問いません！ペースを気に
せず気楽にやり取りできる方よろしくお願いします

女性
40代

ゆみんさん
さるぼぼ通り 60番地

2020年1月31日まで

美味しいパン屋さんめぐり、ゴルフ、映画、韓国
ドラマ、読書、メイク、ファッション
はじめまして。私は今冬に結婚予定の40代女性です。子供のころ
は文通が趣味で、国内外問わずたくさんの手紙をやり取りしました。
家に帰り、ポストを開けた時に手紙が入っていると嬉しい気持ちに
なった事を思い出し、もう一度文通したくなって登録しました。 性
別や年齢は問いません。日常のなにげない出来事を楽しくお話で
きれば嬉しいです。
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女性
20代

2019年10月31日

まるっとさん
とちおとめ通り 86番地

2020年1月31日まで

女性
40代

読書、水泳、ランニング、ドライブ、サボテンの
お世話
趣味のこと、その日にあった何気ないこと、いろんなお
話ができればなと思い始めました。初心者なのでつたな
い文章になってしまうと思いますが、ぜひよろしくお願い
します。

女性
20代

まとさん
彩の国通り 328番地

2020年1月31日まで

女性
20代

キラングレイさん
六甲通り 244番地

2020年1月31日まで

女性
30代

まめちゃさん
ちょるる通り 50番地

2020年4月30日まで

女性
20代

女性
60代

ガーネットさん
さるぼぼ通り 62番地

2020年1月31日まで

プチ旅行、三味線、小物集め、カフェ
初めまして。60代に突入してしまいました。手紙を書くのが好きだっ
たわ、と思い出し、入村させてもらいたいと思いました。男女問わ
ず、今のこと、経験してきたこと、夢なども話し合えたら嬉しいで
す。よろしくお願いします。

のんさん
お江戸通り 702番地

2020年4月30日まで

猫、音楽、映画、読書、お菓子作り
今年大学を卒業して社会人になりました。勉強することばかりの
毎日ですが、飼い猫に癒されつつ元気に暮らしてます。 手紙
が好きなのでよく祖父母に送っていますが、見知らぬお友達との文
通にも憧れて入村しました！ 男女年代関係なく、日々の出来事
などを話せるお友達ができたら嬉しいです。よろしくお願いします。


女性
40代

真里江さん
めんこい通り 56番地

2020年1月31日まで

映画鑑賞、ネイル、コスメ、海外ドラマ、ディズ
ニー、スポーツ観戦、ライブ参戦
文通歴25年。結婚歴18年目、子供はいません。Mダックスを２匹
飼ってます。あゆ、GACKTのFCに入会、SMAPのFCにも入ってま
した。お笑いも好きです。メンタル面の話も全然大丈夫です。な
んでも話したい方、そーでない方でも合わせてやり取り出来ます
よ。末長く文通して下さる方。私は結構ロングレターを書く方で返
信も早目です。楽しくやり取りしましょう！

女性
30代

旅行、ゲーム、クラシック、吹奏楽、ディズニー
こんにちは。昔文通をしていたことがありますが、めっ
きり字を書く機会も減ってしまいました。いろんな人とつ
ながれればなぁと思います。よろしくお願いします！

2020年1月31日まで

初めまして。昔から文通が大好きな日韓ハーフです。 日が短く寒
くなってきましたね。秋の夜長は美味しい珈琲を飲みながら手紙を
書くのが一番の癒されタイムです。 日常の出来事、お互いの趣味
や好きなモノの事、悩みや愚痴などちょっと深い話も出来たら嬉し
いです。 色々な事に興味があるので、趣味や世代問いません。素
敵な出会いがありますように♫

文通、料理、紅茶、シール、スタンプ、便箋等文房具集め、
カフェ巡り、スムージー 、スポーツ
私は手紙を書くことが好きで、離れている両親によく書いています。
レターセットやポストカード、シール、切手集めも好きです！出掛
けたり旅行先で見つけたカードでよく手紙を書きます。休みの日は
街歩きで、オシャレなパン屋さんや美味しい紅茶、カフェ、よく外
に出かけます。お家では健康的な料理やコールドプレスジュース作
りにハマっています。宜しくお願いします^ ^

さるぼぼ通り 61番地

ハンドメイド 、犬、K−POP、韓国ドラマ、北欧、カフェ&雑
貨屋、吹奏楽、映画、レタセ

映画鑑賞、ドラマ、アニメ、ゲーム、可愛いもの
集め、御朱印集め
初めまして、まとです。 最近趣味のひとつになった映画鑑賞です
が、おすすめの映画や、感想等言い合えたら楽しいだろうなと思っ
ています。 また趣味に関係なく、様々な方と文通を通じてお話で
きればと思っていますので、よろしくお願いします！

Naruoさん

こっこさん
お江戸通り 703番地

2020年4月30日まで

ピアノ、ガーデニング、合気道
はじめまして。小学生の時に文通をしていて、あの時みたいにま
た楽しく文通を始めたいと思いました。現在は、老人ホームで介護
福祉士として働いてます。年齢、性別問わず、気軽に色々とお話
できたら嬉しいです。宜しくお願いします。

女性
50代

ちぃさんさん
六甲通り 245番地

2020年1月31日まで

ダンス、体を動かす事、読書、音楽鑑賞、お酒
はじめまして。文通をした事がないので、ドキドキして
います。ポストに自分宛のお手紙が入っていて、いろん
な方といろんなお話しをして、いろんな世界を感じてみ
たいです。よろしくお願いします。
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女性
30代

2019年10月31日

スピカさん
めんこい通り 57番地

2020年1月31日まで

手帳を書くこと、文房具（ノート、マステ、レタセ、シール
など）集め、ハンドメイド、ゲーム、ヨガ
はじめまして！30代主婦です。手帳やノートに書くことや文房具が
大好きです☆最近はswitchなどの乙女ゲームにもハマっていま
す(><)!!趣味や日常のことなどをお互いのペースでお話できたら嬉
しいです♪よろしくお願い致します。＊女性の方のみのやりとりで
お願いします。

